
ワイズをどう理解しているか？
東日本区次期理事　山田公平　
私はこれまで 5つのクラブを渡り歩いていました。そんな中で感
じるのは、国によって地域によって、YMCAとの関係によってワイ
ズ理解は“内から見ても、外から見ても“かなり違っているというこ
と。したがって、ワイズ理解は、その国、そのクラブ、その働きによっ
て異なっているということではないでしょうか。私は、来年度東日本区理事として強
調したいことは、クラブライフの充実と同時に、外側から見るワイズのイメージをどう
作るかを考えています。
まず、東日本区として何をするか？一つは今年始まったユースアクションを拡げたい。
多くの地域でYMCAとワイズが相談し、若者たちのSDGｓ＊アクションを奨励し、
若者たちの活動が SDGｓ推進を目指しているという点をアピールするのです。これを
支えているのはワイズとYMCAであるということで、企業の応援、行政の補助金に
もつながる動きにしたいのです。
もう一つのワイズの特徴は、国際的なネットワークを持っているということです。こ
れはユースの国際体験を安全に、安心して提供できる団体だということです。これを
活かした活動を少しずつ広げていけないか、国際・交流事業委員会で進めていこう
と計画しています。
これらの活動を地道に続けていく中でワイズ理解がまず内側から始まり、その事
業運営の効果が外から見るワイズ理解につながっていくようにできないでしょうか。
ワイズというのは、「若者たちが、変化の激しい未来社会へ備えていけるように、ユー
スエンパワメントにつながる活動を、世界のYMCAやワイズと共に行おうとしている。」
そんな理解になっていくのでは？
＊ �SDGｓ―国連が 2030 年までに持続可能な開発目標として 17分野の働きを目指している。

山田公平氏　履歴
1949（昭和 24）年、�東京生まれ。
1977 年北米メリーランド州ボルチモア YMCA。1979 年東京 YMCA、1984 年とちぎ YMCA、
1996 年東京 YMCA、2002 年日本 YMCA同盟、2004 年同総主事。2009 年アジア太平洋
YMCA同盟総主事。2015 年 11月に退職。
ワイズ歴：1984 年から宇都宮、東京グリーン、東京武蔵野多摩、香港 Tsim�Sha�Tsui�Club、
2016 年から宇都宮クラブに復帰。ISD・ASD、リエゾン。国際・交流事業主任。現在は、妻
と宇都宮市に在住。カトリック松が峰教会。柔道 6段。
山田氏は長年 YMCAとワイズの協働に努め、本年次期東日本区理事を務められております。
両者のトップを務められるのはワイズの創立者の奈良　傳氏以来です。

今月の強調テーマ
＜ワイズ理解／

ファミリーファスト＞

10月会員数 10月出席者 10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

23名 メンバー	 18 名 86％（18/21） 9月まで 1256785 9月まで 42000 会長 大原真之介
メネット	 2 10月分 10000 10月例会分	 10000 副会長 小松重雄

内広義会員2名 コメット	 0 10月その他 0 会計 高橋由起江

休会 0名 ゲスト	 0 残高 1266785 累計 52000 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
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11月本例会（ユース例会）
とき� �2022 年 11月 17日（木）19:00 ～
ところ� �YMCA江東センター　会費　無料
� 受付��高橋由起江さん
� 司会��本間剛君

●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
● �リーダー紹介
���江東コミュニティーセンター�國井貴仁さん���������������������

●リーダーによる発表・報告�
①幼稚園お楽しみ保育� 宮﨑澄佳さん（ぽん）
② YVLF（ユースボランティアリーダーズ
フォーラム）
�岩渕穂香さん（ぽにょ）��山﨑夏美さん（るび）
③全国リーダー研修会
中川遥さん（すーちゃん）��関沙也香さん（パ
ディー）

●ハッピーバースデー・結婚記念日
●スマイル・各種報告
●閉会点鐘� 会長��大原真之介君

●ハッピーバースデー
12日�佐藤明生君 /13 日�藤井寛敏君 /19 日�大
原真之介君
●結婚記念日
6日�鈴木雅博・けい子夫妻 /13 日�小松重雄・
牧子�夫妻 /22 日�柳沢広繁・フキ子夫妻

今月の聖句

『いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。
どんなことにも感謝しなさい。
これこそ、キリスト・イエスにおいて、神が

あなたがたに望んでおられることです。』
� テサロニケの信徒への手紙　5章 16～ 18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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入会後初めての例会に
参加して（レコード例会）

滝沢圭太

衝撃だった。
こ ん な 体 験 が 江 東

YMCA の 3 階でできるなん
て思ってもみなかった。

オシャレなライブバーにいるかのようなサウンド。
江東ワイズメンズクラブ例会でも初めての試みに、多くの

期待と少しの不安と緊張（これは私が初めて例会に参加した
から）が入り混じる空気。

小松重雄メンの若き日の想い出紹介と John Denver
「Take Me Home, Country Roads」に始まり、新たなレコー
ドが回る毎に、参加メンバーの口元は緩み、時には歌を口ず
さむ。

会が盛り上がってくると大原メン（尾崎豊）の即興演奏ま
で登場。

思い返すと最初の寺尾メンの機材紹介は、料理長が本日
のフルコースの楽しみ方を説明しているかのようであり、レ
コードを持ち込んだ一人一人の曲に対する思い入れ紹介は、
各料理のこだわりを説明しているようだった。

ジャンルなんて関係ない。品ぞろえもクラシックからロッ
ク、ポップス、ジャズまで幅広い。誰もが知るメニューもあ
れば、初めて口にする（耳にする）メニューもあり、それぞ
れの背景を想い浮かべつつ、その曲の美味しさを噛みしめな
がらワインやコーヒーを嗜んでいた。

あの場はキャンプとはまた違った非日常であり、本当に昔
から過ごしていた江東 YMCA だったのか？と今でも疑って
しまう。

今やデジタルを活用していない人は誰もいないほどの社会
で、「レコード」というアナログ代表格のものをさらにアナ
ログな個人の想い出にかぶせながら、良いスピーカー（と優
秀なエンジニア）で、あれだけの音量で聴く体験ができた人
は世の中にもそう多くはないのではないだろうか。

是非また体験できることを期待するとともに、次回はもっ
と多くの皆さんに「現場で」体験してもらいたい。

寺尾さん、貴重な体験をさせていただき、ありがとうござ
いました。

時期が来たら幼稚園の向こう側にある「ほうずき」を見て
みよう。
（参加者：相川、安斎	、大原、香取、菊地、小松（重）、小松（康）、
酒向、島田、駿河、滝沢、寺尾、藤井、本間、柳沢、山崎、（宇田川））

区民祭りやきそば仕込み 相川達男
私の記憶に間違いが無ければコロナ以前に区民

祭りに参加したのは 2017 年 10 月が最後であっ
たと思います。実に 5 年ぶりの「やきそば」参
戦です。パソコンに残っている資料とメンバー
の記憶を頼りに仕込みの手順、材料を確認しま
したが、ワイズサッカーの「トン汁」と記憶が

ごちゃ混ぜになり何とも怪しいスタートとなりましたが、前
日夕刻の仕込みが始まると長年鍛えた職人技は衰えていま
せんでした。大量のキャベツを手際よく刻み、消失した人
参スライサーの代替を急遽寺尾家から拝借、必要な調理器
具を倉庫から運び出しあっという間に準備万端整いました。
宇田川さん、島田さんメネットの応援も大変助かりました。
おかげさまで、区民祭り当日は食材、器具の不足は全く無く
万全の態勢で臨むことが出来ました。

区民まつり初日 宇田川敬司
毎年恒例だった、区民まつりでのやきそば販売…コロナ

禍でまつりやイベントがここ数年中止になり、長らく鉄板に
火を入れることもありませんでした。しかし！　ついに今年
区民まつり再開の吉報が！　天気はずっと微妙な予報でした
が、当日は快晴とはいかないまでも、ビールがおいしく飲め
る気温と天気でやきそばを求めるお客様で行列ができまし
た。僕は、消防団の手伝いに行かなくてはならず、先に焼き
そばブースを後にしましたが、その後すぐに売り切れの知ら
せが来ました。やはり江東ワイズのやきそばは鉄板メニュー
として健在でした！

区民祭り 2 日目 高橋由起江
1 日目は参加できなかった区民

祭り、2 日目は張り切って朝か
ら参加しました！私もはじめ
て区民祭りで焼きそばを焼く
ことに！小松さんの指導のもと
大きなヘラを使って野菜や肉を炒め
て、麺を入れて揉んで、スープを入れて蒸
して、ソースをかけ混ぜて！　おいしい焼きそばの出来上が
り！　途中材料が足りなくなり買い足したり、行列ができて
お客さんを待たせてしまったりとありましたが、誰が場所を
変わっても焼きそばはみんな作れるし、詰める作業やお会計
もスムーズ！　さすが連携プレーがばっちりうまくいってい
て、ベテランの焼きそばやさんだ〜。と思いました。幼稚園
の子どもたちや先生、卒園児や保護者の方も買いに来てくだ
さり、とても楽しかったです！　２日目も用意した分は無事
に売り切ることができとっても達成感がありました。はじめ
て長時間焼きそばを作り続けて 2、3 日腕が筋肉痛になりま
した。まだまだ修行がたりませんね。行事が色々復活してき
てみなさんと関わるワイズの活動も色々できて嬉しいです。



3

ジャガイモ搬入 山﨑常久
天高く馬肥ゆる秋。スモッ

グで霞む以前の北京の空
は湿度が低いこともあ
り正に抜けるような高
い青空でした。そうな
ると夏草をたっぷりと食
んだ馬はミッチリと太りス
タミナ万全、長距離走駆ができるようになります。万里の長
城の北の騎馬民族達は、「どれ、収穫も終わったころであろう。
そろそろいただきに行こうかいな。」とパッパカと馬を走ら
せて農耕民族である中華に侵入し麦や米を押収して帰ってゆ
く、そんな季節感を詠んだ一節がそれなのであります。余談。
で、今年も十勝からジャガイモが届きました。十勝の仲間が
送ってくれたジャガイモ 5t コンテナ 2 台を人海戦術で荷卸
しして仕分けました。園児保護者や色々な施設の方々と力を
合わせてバケツリレーの要領でおおよそ 2 時間で全ての作業
を終えました。大変な作業だったけどやり切った充実感に満
たされました。参加された皆さん、お疲れさまでした。
（参加者：宇田川、大原、小松、駿河、高橋、山﨑）

関東東部部会参加報告 酒向裕司
10/1 に関東東部部会がオンラインにて開催されました。

残念ながら都合により午前中の第一部は参加できず、第２部
から参加しました。第２部では、工藤関東東部部長の挨拶か
ら始まり、江東クラブに２名の新入会員が入ること、江東
YMCA のユースリーダーや園児保護者がワイズに入会する
という取り組みについての紹介がありました。

その後事業主査からの報告が始まりましたが山崎さんがい
ない？？　ラインで山崎さんに連絡するとバス移動中。工藤
さんにその旨連絡して、後回しにしてもらってバスを降りた
ところで参加することができ、何とか事なき？を得ました。

いつもより参加者は少なく寂しい感じの部会ではありまし
たが、コロナ禍の部会としてかなりコンパクトでこれはこれ
で良かったと思いました。

役員会議事録

2022 年 10 月 27 日（木）／ YMCA 江東センター／ zoom ハイブリッ
ド／ 19：00 ～
議題
１．11月 6日バザー準備に関して
　　�江東は焼き鳥：本数、値段はコミュニティ委員会にお任せ。当日 8
時集

２．11月本例会　　ユース例会（11/17）
　　�山田公平さんはZOOMで参加　ZOOMは寺尾さんに依頼　お弁当：
無し／フォーラム 2名、全リー研２名、お楽しみ保育１名

　　記念品はリアル参加者（要人数確認）、スタバプリペイドカード
３．12月クリスマス例会・1月新年例会に関して
　　�クリスマス例会：12月 10 日アンフェリシオン、チャペルも確保
　　�新年例会：1月 21 日（土）　燕路師のスケジュールを多羅尾さんに
確認いただく　会場→集会場？

４．その他
　　�オープンハウス（12/11）：うどん・そばをリクエスト　容器を東
陽町センターで用意できれば受ける。　　

　　�区民祭りの振り返り　役員会にて売り上げを再確認（現金実数をカ
ウント）

出席者 : 大原、小松Ｓ、酒向、本間、島田、小松Ｙ、相川／ ZOOM　宇田川

第 1例会議事録

202�2 年 10 月 6日（木）／��YMCA江東センター／�ZOOMハイブリッ
ド／ 19：00 ～
議題
１．区民祭り準備に関して最終打ち合わせ　
　　�販売予定数 1500 食
� ２日　前日準備 14日 18：00 ～江東センター　　野菜カット
� 当日はメンバー８時現地集合　ワイズポロシャツ着用
２．10月本例会　　レコード例会　　　サンドイッチとワインで会食　
　　ワイズドットコムを通じて他クラブからの参加もお誘いする。
３．11月バザーに関して　　ワイズはヤキトリ担当。午前午後の２部制。
４．チャリティーランに関して　ワイズからのエントリー者確認
５．11月ユース例会下打ち合わせ
　　全体の所要時間１時間程度。全リー研、ＹＶＬＦ参加者より報告発表。
　　山田次期東日本区理事に声がけし参加を検討頂く。

出席者：大原、小松Ｓ、小松Ｙ、駿河、酒向、山崎、本間、宇田川、相川／
ZOOM　藤井、島田、滝沢

　小学校では６年間同じ組だったので結構みんなのことを覚えて
いる。
　最近の散歩のコースは体調や気分によって多少変化するが大体
決まっている。中野は空襲の時に残り玉の焼夷弾が2，3個落ちた
くらいで火災はなかったようだ。そんなわけで古い道なのだろう
か真直ぐの道は100メートルと続かない。どうしてこんなにカー
ブしているのか理由はわからない。この辺りはY島さん、M原さ
ん、A元さんの表札の家が多い。以前は米屋、酒屋、魚屋、そば
屋、たばこ屋があったが概ねみんなその苗字である。Y島家は何
かの本で名前を見たが江戸時代からの庄屋か百姓の親分であった
ようだ。現に小生の家の一角は全部Y島さんの本家からの借地で
あった。100mくらいのところに本家の大きな家があるし、町会
の子供用の神輿は立派な建物に収まっている。さあ出発する。南
側の3階建ての３棟の区営住宅（中野に来たときは麦畑だった。
それから木造平屋の２世帯長屋が建ち、いつのまにかコンクリー
ト３階建てになった）を抜けて右折して70mくらい先の角に３
階建ての家が４件、昔のK池君のうちの土地だった。姉さんが３
人、妹が２人、弟が一人の大家族でよく遊びに行った。彼のお父
さんはY新聞に勤めていて野球をやるとき彼は背番号３の（当時
の千葉選手の）ユニフォームを着てきたことがあった（それ以来
私は阪神ファンになった？）。すぐ左角に脚本家田中千木夫、澄
江の住居跡の石碑がある。名前だけしか知らないが、石碑による
と昭和28年からお住まいとある。小生より10年ほど後のようだ彼
らがこの地にいたことは知らなかった。尤も小学校を出てからは
ほとんど近所を歩いたことがなかったから当然だ。
　左折して100ｍくらいの一本道の突き当りに大きなＭ田T郎君
の家がある。お父さんは大きな病院の売店をやっていたようで
あった。小学校の途中から前の家から引っ越したように思う。Ｒ
教中学へ行ったが卒業後はあまり付き合いがなかったが10年位前
に亡くなったと聞いた。合掌。
　元に戻り坂を下り左折すると銭湯の大きな煙突が迫る。昭和11
年創業のS和湯である。今でも営業
中である。家から距離にして200m
くらいしか離れていないが煙突がと
ても高いので遠くにあるように見え
る。父と一緒に2，3度行ったような
記憶がある。

   私の散歩道②
藤井寛敏



　コロナ禍で普段マスクをしているせいかずっと体調良好、と思っていたら季節の変わり目のせいか体調崩しました。。。陰性でしたが油断大敵、
気をつけよう。Y.S.

今後の予定　　　　　2022 年 11 月～ 2022 年 12 月

11 月 10 日（木）　 第 1 例会 江東センター 19：00 ～
11 月 17 日（木）　 本例会（ユース例会）
 江東センター 19：00 ～
11 月 24 日（木）　 役員会 江東センター 19：00 ～
12 月 1 日（木）　　第 1 例会 江東センター 19：00 ～
12 月 10 日（土）　 クリスマス例会 
 アンフェリシオン時間後日
12 月 11 日（日）　 東陽町クリスマスオープンハウス 
 12 月の役員会、忘年会は今後調整いたします。

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
〇運動会

　10月23日（日）今年も江東区立千石運動公園（千石グランド）
にて実施いたしました。今年も新型コロナウイルス感染拡大防
止策として、家族の応援人数の制限、午前中のみの開催とし、
食事の時間もなくしました。秋晴れの好天に恵まれ、子どもた
ちの良き成長を見ることができました。
〇お芋ほり遠足

　10月27日（木）、年少さんから年長さんの全園児で、千葉
県山武市にある有野実園にお芋ほり遠足に行ってきました。快
晴で風もなく、暖かく爽やかな天候の中、サツマイモをたくさん
収穫することができました。土の感触、掘り起こした時の達成
感を存分に味わうことができました。
〇入園考査
　11月1日（火）、2023 年度入園考査が行われました。

▼コミュニティーセンター
〇じゃがいも搬入！＆販売！
　毎年恒例のじゃがいもの搬入が　10月26日（水）、14:00
～行われました。江東区社会福祉協議会の方々、サッカーク
ラス保護者の方々にお手伝いをいただき無事に約９００箱個をト
レーラーのコンテナから降ろすことができました。
　江東ワイズからは山﨑さん、宇田川さん、大原さんが一緒に
汗をかいてくださいました。　　

〇第 36 回東京ＹＭＣＡインターナショナル・チャリティーラン
　今年もスマホアプリを使ったウォーキング大会として開催しま
した。10月22日（土）～ 30日（日）の 9日間、各自歩いた
歩数をカウントし、チームの一日の平均歩数を競いました。江
東センター＆幼稚園からは3チーム（ぶどうバスチーム・さんま
バスチーム・まつたけバスチーム：園児、保護者からチーム名
を集め厳選な抽選の結果から名前が決定しました、秋の味覚
狩りバスツアーです！）60名をエントリーいたしました。江東ワ
イズから10 名（相川氏、宇田川氏、大原氏、小松康氏、酒
向氏、駿河氏、菅原氏、滝沢氏、高橋氏、本間氏、が 3チー
ムに分かれてエントリーいたしました。期間中、木場公園での
ウォーキング＆ハロウィンイベントを開催、在園児ファミリーを中
心にリーダーたちと楽しい交わりの機会にもなりました。
　オール東京では 46チーム、671 人のエントリー、そして、
約 470 万円の益金を障がい児・者のプログラムに寄付するこ
とができました。　　　　
　江東 YMCAからエントリーしたチームは、総合で12位、18
位、29位という好成績でした。
〇江東 YMCA バザー 2022
　今年は、オール江東 YMCA
としてのバザーを復活しまし
た。ただし、まだコロナ禍の
ために、来場者の制限、午
前午後、入替の２部制、模擬
店の食べ物は Take-out、な
ど、コロナ前の縮小版での開
催となりました。それでも3年
ぶりのバザー！お祭り気分を味
わい楽しい時間となりました。
江東ワイズの皆様はじめ、虹
の会、白木蓮、ひがしワイズの皆様、多大なるご協力とお支え
をくださり、誠にありがとうございました。来年は地域の人たち
も気軽に参加できるようなバザーが開催できるような社会になっ
ていることを願っています。
�

江東センター＆幼稚園の予定
▼待望礼拝：11月18日（金）
▼第一アドベント：11月24日（木）
▼第二アドベント：12月��1日（木）
▼第三アドベント：12月　7日（水）
▼こどもクリスマス会：12月3日（土）
▼幼稚園終了式：12月21日（水）
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