
ユース強化月間
大原真之介

私自身学生時代 YMCA にてキャンプやサッ
カーのユースリーダーとして携わらせていただき
ました。一つのプログラムに対しディスカッショ
ンをし、他者と意見が違った時の多数決ではない解決方法で熱く
語り合い方向性を見つけ出していくリーダー会での議論。何より二十
歳前後まで、まだまだ“こども”として生きてきた自分が、他者・
相手（小学生や幼児のこども）のことを真剣に考え実行したことで、
彼らの成長を目の当たりした時の感動は自分のことの様に、いや自
分の事以上に嬉しかったという経験は今でも本当に宝物になってい
ます。

ユースとは、東京 YMCA（東京基督教青年会）で生まれたコトバ、
“青年”のことであり、青少年育成を主軸としたYMCA 活動をサポー
トすることこそ、ワイズメンズクラブ活動のまさに本流です。そして、
ユース活動をサポートするワイズメンズクラブは、時代時代 YMCA 
の描く青少年育成メソッドに寄り添い、本当に必要な協力方法を
考え実行することが肝要であると理解しています。また一方では、
YMCAとワイズの相関的な歴史は永く、培われてきた歴史や伝統ま
たノウハウに頼り過ぎてしまい、ついつい今まで通りを優先しがち
で、古き良き！という言葉や理想に捉われ過ぎてはいないかと考える
ことがあります。経験豊富な意見、より効率が良い、従来通りの方
が素晴らしい、昔の方が YMCAらしいという捉え方は極めて危険
に思いますし、私自身 YMCAを通して良い学びや経験させていた
だいたからこそ強く思います。

では何が必要か？YMCAで活躍するボランティアユースリーダー
は、自身の何より大切で貴重な時間を捻出して、経験の自己投資を
していることに対しあらためて尊敬の念を持ち、未来の担い手、新
しい社会の創造手のユース世代に耳を傾け心を寄せ、学校やセミ
ナーでは学べない魅力ある、そして今の時代にあったサポートをワ
イズとして見出していく働きが求められていることかと思います。

　

今月の強調テーマ
＜ユース＞

8月会員数 8月出席者 8月出席率 アクティブファンド ニコニコボックス クラブ役員

21名 メンバー	 13 名 68％（13/19） 7月まで 1230779 7月まで 16000 会長 大原真之介
メネット	 8月分 0 8月例会分	 0 副会長 小松重雄

内広義会員2名 コメット	 0 7月その他 3000 会計 高橋由起江

休会 0名 ゲスト	 0 残高 1230779 累計 16000 書記 相川達男
ビジター	 直前会長 島田徹

連絡主事 小松康広

9JUL

9月本例会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
とき　　2022年 9月 15日（木）
ところ　ＹＭＣＡ江東センター　301・302
受付　　高橋由起江さん　　　司会　小松重雄君

開会点鐘� 会長　大原真之介君
ワイズソング・ワイズの信条� 相川達男君
会長挨拶・ゲスト紹介� 会長　大原真之介君
ゲスト� 関東東部部長　工藤大丈君　
ゲスト� 関東東部地域奉仕事業主査　山崎常久君
ゲストスピーカー� 東京ＹＭＣＡ　松本数実氏
ゲスト� 東雲こども園　草分俊一氏
食前の祈り� 駿河幸子さん
食事

プログラム
関東東部部長メッセージ� 工藤大丈君
ゲスト講演
� ウクライナの現状について� 松本数実氏
新入会員入会式
� 新入会員� 堀公也さん・滝沢圭太さん
� 司式� 関東東部部長　工藤大丈君
� 立会人� 元国際会長　藤井寛敏君
各種報告
� ハッピーバースデイ・結婚記念日
閉会点鐘� 会長　大原真之介君
ハッピーバースデイ
� �高橋由起江さん（2日）酒向裕司君（18日）
� 堀公也君（25日）小松康広君（28日）
結婚記念日
� 寺尾夫妻　本間夫妻　駿河夫妻

今月の聖句

『主に逆らう者は、借りたものも返さない。
	 	 	 	 主に従う人は憐れんで施す。』
	 詩編 37篇 21節

「フェローシップとインパクトで次の 100 年へ」 国際会長�K.C.�サムエル（インド）�

「新しい時代とともに、エレガントに変化を」 アジア太平洋地域会長�シェン・チ・ミン（台湾）�
「未来に向けて今すぐ行動しよう」  東日本区理事�佐藤重良（甲府�21）�

「新規技術（テクノロジー）を縦横に 駆使し、効率を重んじる。すべては、プレミ
アムな価値と体験を産むために」「成せば、成る」 “No challenge, No fruit”
 関東東部部長�工藤大丈（東京ベイサイド）

2022〜 2023年度
東京江東ワイズメンズクラブブリテン

You"ll never walk alone
〜仲間とともに

東京江東クラブ会長 大原真之介
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銀座ライオン納涼例会
山﨑常久

江戸っ子は実は行動範囲が狭い。銀座から日本橋で大抵の用
は足りてしまい、地方からお客が来たら浅草を案内して築地で寿
司を食えば充分なのである。品川は東海道の宿場町で新宿は多
摩、池袋は埼玉で渋谷は NHKくらいの認識の江戸っ子は実は多
い。そんな江戸っ子の愛する街、銀座。銀座と言えばライオンで
ある。三越にもライオンは座っているが、あそこはお買い物する
場所で晩御飯のおかずに銀座ハンバーグやなだ万のおでんを買う
トコで暑気払いには不向き、屋上ビアガーデンが楽しいのは日本
橋三越で銀座店ではない。さらにホールのケーキも美味しいの
が無いので誕生日ケーキの買い出しは日本橋の高島屋に限るの
だがそれは別の話。さて、ライオン。一番、心が浮き立つのは１
階のビアホールなのだけどここは予約不可なので少人数で繰り出
すと楽しいのだけど、今回のような例会の会場には適さない。そ
こは流石の老舗で２階の奥に特別室がある。最大 30 人まで OK
なので今回はそちらで。

夕暮れの似合う街、銀座で 17 時に大原会長の開会点鐘でス
タート。コロナ禍第 7 波の影響で急減した参加者を補うべく拙宅
の愚妻と長男にも参加を強要し、何とか 14 名の参加者で会の形
は整った。最高齢の島田前会長の乾杯で納涼例会はスタート。流
石のライオン、ビールが美味い！食事も一つ一つが味がしっかり
していて箸が進む。頃合いを見計らって参加者の 1 分間スピーチ

「今年の夏」。皆、それぞれに季節を過ごしたようで、少しずつで
はあるが確実にコロナの影響は減少している。ワイワイガヤガヤ、
ダハハのハハハであっという間に時間は過ぎ大原会長の閉会点
鐘で会はお開き、外は雨。家族参加の小生は銀座みゆき館で美

味いけど高いモンブ
ランを買わされタク
シーで帰途についた。
他の面々はどうやら
銀座のネオンに誘わ
れて夜の巷に繰り出
したらしい。

参加者：大原、相川、草分、小松、佐藤、酒向、島田、鈴木、駿河、
高橋、本間、山﨑、山﨑、山﨑

納 涼 例 会　
二次会

高橋由起江
さてどうしようとなり、

下のビ アホールをの ぞ
くとこの人数は入れなそ
う。そこでバーに行きま

すか、となって皆で向かうことに。
酒向さんに案内していただき、一次会のお店から歩いて少し

行ったところのビルへ到着。そこには酒向 bar の看板。え！　本
当に酒向さんの親戚なんですか？と驚ましたが、そこは酒向さん
と同郷の方が経営されてるというなんとも素敵なバー。みんなで
ぞろぞろ入店しました。お店の方も快く迎えてくださりお洒落で
落ち着いた店内での二次会。

ビールやウイスキー、カクテルなどそれぞれ好みのもので乾杯。
フルーツカクテルなどもノンアルにして作ってくださったり、どれ
もとても美味しそうでした。

二次会には半分くらいの方が参加しており、テンションの高い
佐藤さんに久しぶりの草分さん、駿河先生とはアプリで写真を
撮ったり女子トーク。来ていたみなさんともまたまた盛り上がり
ました。2 杯くらいのんで二次会も解散に。とっても愉しい時間
でした。

こどもたち ワイズすいかに大喜び！
駿河幸子

毎年夏の恒例、幼稚園の子どもたちにすいかを！の企画。今年
度も立派なスイカ 4 個を夏期保育前に購入しました。ビーチボー
ルは宇田川氏が 3 個お届けくださいました。

夏期保育初日、本間氏が来園、ダンボールに大きなスイカと本
物に見間違えるようなすいかビーチボールを遊んでいる子どもた
ちの目の前に！見つけた子どもたちは大喜び！本間氏の周りを取
り囲みました！ワイズのおじさんがみんなの為にスイカをお届けく
ださったことを伝えると、「すごーい！」「すいか食べよう！」「す
いか割りした～い！」歓声を上げながら大きなすいかに飛びつき
ました。一人の子がスイカを持ち上げました。すると・・・「おも
～い！」「持てなぁ～い！」それを合図のように我先にとスイカを
持ち上げる挑戦が始まりました。年少組や年中組の子どもたちに
とっては歯が立たない様子（そのくらい立派なスイカでした）「持
ち上がらないよ～」の声に年長組の子どもたちが数人で力を合わ
せて持ち上げ「年長組～！」と自慢げな様子！本間氏に手伝ってい
ただき持ち上げたり、楽し気にお話をしたり、本間氏との和やか
なひととき、感謝でした。ビーチボールはプール遊びに大活躍で
した。いろいろ意見が出ましたが、すいかは冷やした方が美味し
い！となり、次の日のおやつで頂くことと年長組ですいか割をす
ることが決まり、本間氏にみんなで「有難うございました」をお
伝えし、明日を楽しみにしました。次の日、年長組では全学年の
スイカ割をしたい子どもたちが集まり大盛り上がりでした。一晩
で冷え冷えになったすいかを頂いたみんなは大満足！年中組は次
の日、ジップロックにすいかを入れてもみもみ、すいかジュース
とすいかシャーベットも作りました。

すいかボールは子どもたちのプール遊びに大活躍でした。実は
プール最後の日までプールに浮かび冷やされていました。
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本行さんを偲ぶ
香取良和

本行さんの訃報に接し、悲しむとともに心からのご冥福
を祈ります。ワイズに 1984 年に入会した私は、江東クラブ
の担当主事として大事な最初の 4年間その人となりに接し、
その後 2022 年まで 36 年間ワイズに籍を置く原点は本行さ
んのお陰と感謝しております。神徒である私のキリスト教
との柔らかい接し方は本行氏から受けた影響のお陰と思い
ます。「岩田」でも良く飲みました。しかし本行さんがそれ
以降のYMCA職員へ与えた影響は大きなものがあったと思
います。
江東クラブの 50 年史で、当時東日本区理事であった藤井
さんも、「包容力を持った円満な人格は多くの園児の親御さ
んの心を虜にし、園児の父兄を 10 人ほどワイズに紹介、安
斎さん・岡田さん・太田さん・香取らです。」今期の江東ク
ラブの大原会長にもYのスタッフから本行さんの事は深く
伝わっているようで心強く思っております。
人間らしさといえば、こんな楽しい思い出ありました。
バザーの前日、岩田で飲んで、かなり酔い新築の我が家へ
泊めましたところ、新築の畳に嘔吐し翌日は青い顔をして
挨拶をしておりました。

本行輝雄様、追悼
柳澤広繁　

本行さんの訃報は先日江東ＹＭＣＡ主事よりメールで連
絡を受けて、びっくり致しました。
すぐにも駆け付けたい思いでしたが、葬儀当日は私も 10
時に病院検査の予約日。残念ながら葬儀には出席できない
と思い直ぐ供花のみ手配させていただきました。
本行さんが江東ＹＭＣＡ主事の節は公私共に大変お世話
になっておりました。私自身はもちろんですが、当時リー
ダーとして活動していた娘の方が、むしろ多くの時間をと
もに過ごさせていただいたものと思います。親子でお世話
になったのに、今思い返せば何もお返しをすることができ
ませんでした。
当時の江東ワイズは「奉仕するクラブだから主事さんに
は迷惑をお掛けしない様に」との方針でしたので、江東Ｙ
ＭＣＡの親睦会、バザー等ＹＭＣＡの行事では主事さんと
は良い協力関係を築けたと思って居ます。本行さんは大変
人柄が温厚で、母の会（当時）、会員、ワイズ、共に皆の信
頼が厚い人気者でした。
その後千葉に移られてからは本行さんのお嬢さんが開店
されたパン屋さんにも出向きました。奥様とお嬢さんが店
先に立たれ、おまけに多めにパンを入れてもらったりして、
帰宅してから家族に叱られたことを思い出します。
本行さんお世話になり、ありがとう御座いました。
ご哀悼申し上げ、心からお冥福を祈ります。

甲府やまなみワイズメンズクラブ
チャーターナイト

藤井寛敏

2022 年 9 月 3 日安斎君と共に新宿発のかいじ 19 号で久しぶ
りに甲府へ。30 年以上に亘る甲府クラブとのお付き合いで本当
に懐かしい。小倉さんのメネットの香苗さんがメネット委員長の
時以来だから10 年ぶりくらいか。会場のホテル談露館へ。あず
さ部の沢山のワイズと久しぶりの再会を喜ぶ。皆さん元気だ、尤
も元気でない人は欠席でしょうが。

定刻の 2 時 30 分加盟認証状伝達式（言いにくいのでみんな振
り返って看板で確認していた）が新クラブの書記の米山俊彦さん
の司会で始まった。スポンサークラブの甲府クラブ会長の田中克
男さんのあいさつから設立準備委員長の仙洞田安宏さんの設立
経過報告と続き、Change!2022 の委員長の栗本治郎さんの司
会で認証状伝達式が行われた。

佐藤重良東日本区理事による式辞のあと藤原一正新クラブ会
長へ認証状が伝達された。そのあと会長より新メンバーが紹介さ
れ、東日本区役員による新メンバーへのバッジ装着が行われた。
山梨 YMCA 理事長の野々垣健五氏と佐藤重良さんの祝辞の後
各種記念品の贈呈、スポンサークラブから甲府を囲む山々を背
景に活動の中心となる甲府駅北口の藤村記念館を中心とした建
物の影を見事にデザインした素晴らしいクラブバナーが披露され
た。最後に会長による決意表明があり、第一部を終了した。

広場で写真撮影に後、第 2 部の祝会に移った。新会計の遠藤
恭範さんの開会の言葉で始まり、小生は激励の言葉の指名を受
けた。1988 年の松本クラブの設立をはじめとして甲府 21クラブ、
富士五湖クラブ、長野クラブ、そして今回の甲府やまなみクラブ
と甲府クラブは 10 年という周年の節目で新クラブを設立する方
針を作成し、それを実現してきた。こんなクラブは東日本区に他
にあるだろうか。改めてそのご苦労に浸潤たる敬意を表した。

若さと意欲溢れる新メンバーとベテランの渡辺さん、仙洞田さ
んの合体した新クラブの活動をおおいに期待したい。チャ―タ―
ナイトから祝会まで開会のあいさつから閉会まですべて新クラブ
のメンバーが担われた素晴らしい 3 時間であった。

Common Guts！！　甲府やまなみクラブ！！

東京江東ワイズ　　2022年 8月　役員会議事録

2022 年 8 月 25 日（木）YMCA 江東センター　ZOOM H/B 19：00 ～

１．新入会員オリエンテーション・入会式（手順・役割）に関して
  8/29（月）オリエンテーション　17：30 ～堀氏　19：00 ～滝沢

氏／講師　藤井さん　藤井さん作成の資料、ブリテン、案内パン
フ等で解説

  入会後当面の期間、各人にバディーが付きクラブに馴染むように
フォローする

２．9月予定確認（プール解体等）・10月 11月予定
  9/10（土）プール解体はヤキトリ、ビールを提供。設置時と同様

の内容。

 10 月区民祭りは 10/15・10/16 の予定
 ＹＭＣＡチャティーランはオンライン開催
３．10月本例会に関して
 寺尾さん提案のレコード例会など 9 月第 1 例会で再協議
４．本年度のジャガイモに関して
  ジャガイモ、カボチャ、三種詰め其々 200 円 / ケース値上げさせ

ていただく。 申し込みはワイズは 9/2 まで。　　入荷は 10/26　　
５．その他
  本行氏に関して江東ワイズとして偲ぶ会などの開催を検討→第 1

例会
  9/3 甲府やまなみクラブチャーターナイト　藤井メン、安齋メンが

参加
出席者　　小松Ｓ、小松Ｙ、酒向、相川　　　ＺＯＯＭ　宇田川、藤井、大原



▼ようやく暑さも落ち着いて虫の声が聞こえる今日この頃、食欲と同時に酒の機会も増えてきました。このままコロナも落ち着いてくれると良い
のですが。。。Y.S ▼初めて電気自動車を運転。なんか気持ち悪い。時代についていけない昭和のオヤジ。T.A

今後の予定	 2022年 9月～2022年 10月

9月 10日（土）	 プール解体	江東幼稚園園庭	 8：30～
9月 15日（木）	 	本例会・工藤関東東部部長公式訪問・新入

会員入会式
	 東京ＹＭＣＡ松本氏　ウクライナ現状報告
	 江東センター	 19：00～
9月 22日（木）	 役員会	 江東センター	 19：00～
10月 6日（木）	 第 1例会	 江東センター	 19：00～
10月 15日（土）16日（日）
	 区民祭り	 	木場公園	 終日
10月 20日（木）	 	本例会	 レコード例会　	江東センター

19：00～
10月 26日（水）	 	ジャガイモ搬入	 	江東センター／午後
10月 27日（木）	 役員会	 江東センター	 19：00～

江東コミュニティーセンター＆幼稚園
江東ＹＭＣＡの報告

▼幼稚園
・	8月25日、スイカの日、夏期保育の時に宇田川さんがスイカビー
チボールを！　本間さんが大玉のスイカをプレゼントしてくださ
いました！　翌日には。スイカ割りも楽しみ全員でいただきまし
た。ごちそうさまでした。スイカボールもプールで大人気です。
・	9月1日、予定通りには始園式を執り行い、２学期がスタート
しました。翌日にはお弁当も始まりました。9月10日に解体
予定のプールをラスト一週間、存分に楽しんでいます。
・	9月1日、明治安田オフィ
スパートナーズの皆様より
絵本をいただくことになり、
贈呈式を行いました。（明
治安田生命の社員の皆様
のご家庭にあったものを集
め寄贈いただきました）

▼コミュニティーセンター
・デイキャンプ

　8 月16日～ 18日　年中
～年長児を対象にデイキャン
プが行われました。毎朝、江
東 YMCAに集合し、近隣の
公園などに遠足に出かけまし
た。今回は江東 YMCA の建
物が海賊船に！楽しめるキッカ

ケを作り実施しました。参加者　26名
・全国 YMCAサッカー大会
　8月20日～ 22日　静岡県御殿場時の栖にて３年振りに開
催されました。３年生から６年生まで6年生以下・４年生以下の
カテゴリーに分かれリーグ戦が行われました。江東 YMCA（東
京）は総勢 49名が参加、他の YMCAとの交流も楽しだ３日間
となりました。

・「第 36回インターナショナル・チャリティーラン」
　今年もチャリティーランの季節がやってまいります。今年も江
東 YMCAでは、江東ワイズメンズクラブ、コミュニティー活動
委員、幼稚園、虹の会と協働して、3チーム（60名）のエントリー
を予定しています。今回もオンラインで歩数を競う大会となりま
す。ぜひ！！エントリーをお願いいたします。例年同様、「オリジ
ナル Tシャツ」の販売も始まりました。ご協力をどうぞよろしく
お願いいたします。

江東センター＆幼稚園の予定
▼プール解体：9月10日（土）
▼お楽しみ保育：9月12日（月）～14日（水）　（山中湖センター）
▼第四回入園説明会：9月17日（土）
▼キャンプソングライブ：9月18日（日）17:00 ～　園庭にて
▼ホームカミングデー：9月24日（土）
▼	全国 YMCAリーダー研修会：9月23日～ 25日（熊本
YMCA）
▼	ユースボランティア・リーダーズフォーラム：9月30日～ 10
月2日（山中湖センター）
　

オール東京の報告
1．	「第 25回会員芸術祭」はＨＰ上に作品の画像を掲載するオ
ンライン方式で開催し、会員、職員、児童館や保育園の子
どもたち、高等学院の生徒等から作品が寄せられた。絵画、
写真、工芸、書道、手芸等 91点の作品は9月末まで東京
ＹＭＣＡのＨＰ上に公開されている。
2．	夏季プログラムは、	6つの宿泊キャンプの他、デイキャンプ、
水泳、語学スクールなど、入念な感染対策の上実施した。
フレンドシップファンドによる参加費補助により、経済的に
困難なご家庭の子ども9人がプログラムに参加した。

3．深　悼
	 ・本行輝雄氏（元東京ＹＭＣＡ監事・元職員）
	 		 8 月18日召天　享年 78（1982 年 7月～ 1987 年 6月　
江東ワイズメンズクラブ担当主事も歴任されました。）
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