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THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF Y’S MEN’S CLUBS 
JAPAN EAST REGION, TOSHIN DISTRICT 
THE Y’S MEN’S CLUB OF TOKYO-TAMA-MINAMI 

chartered on 2016.7.17 
 

2017 年 
1月号 

（第 6号） 

今月の聖句 
「わたしはあなたの仰せの道を

走ります。あなたが、わたしの心

を広くしてくださるからです。」 

旧約聖書 詩篇 119 篇 32 節 

 

今月の強調テーマ：IBC/DBC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「年度の後半に向けて」 
あけましておめでとうございます。

ワイズメンズクラブの年度は、7 月

1 日に始まりますので、1 月 1 日が

丁度、年度の後半が始まる日になり

ます。したがって、この時期は、年

度の前半を振り返って、クラブの活

動成果、目標の達成状況を確認し、必要あれば施策を

見直したり、目標の修正を行ったりするときと言え

ます。私たちのクラブは、昨年の 7 月 17 日のチャー

ターナイトの日に正式に発足して以来、石田会長の

年度主題である「友情と地固め」のもと、例会の充実、

ワイズメンズクラブへの理解を深めること、そして

ワイズや YMCA の様々な行事に参加することに努

めてきました。年度後半も引き続きこれらのことを

大切にしながら、私たちのクラブの目的である、

「YMCA のためのサービスクラブとして東京

YMCA の活動を支援する」、「多摩地域を始めとする

地域社会に貢献する」ことの具体的な取り組みを企

画、推進していきたいと思います。皆で知恵と力を出

し合いましょう（田中博之） 

  

12 

月  

デ  

｜  

タ  

  

例  

会  

出  

席  

 メンバー    10名 BF ファンド 

在籍15名  メーキャップ 2名 切手    90g (累計     145g) オークション  0円 

  出席率     80％ 現金(含書損ﾊｶﾞｷ等換金分) (累計        14,250円) 

例会出席42名  メネット    2名        0円 (累計       円) スマイル      0円 

  ゲスト・ビジター24名  (累計        43,921円) 

1 月の Happy Birthday/Happy Anniversary 

＜誕生日＞ 

伊藤まゆみ（9 日）、真藤広子(17 日)、石川祐子

(26 日) 

＜結婚記念日＞ 

石川良一(30 日) 

1月例会プログラム 

 

日時：1月 10日(火) 18:30～20:30 

会場：コンティ多摩センター 

司会：安藤愼次 

受付：藤田智 

 

＊開会点鐘  石田孝次会長 

＊ワイズソング  一同  

＊今月の聖句・祈祷 小野実 

＊ゲスト/ビジター紹介 会長 

＊会長挨拶 

＊乾杯・夕食 

＊メンバースピーチ 綿引康司 

「ヤマ勘でない証券投資の仕方を 

お教えします」 

＊次期クラブ役員選出 

＊ハッピーバースデイ/アニバーサリー 

＊YMCA ニュース・連絡等 

＊オークション 

 （1 人 1 品以上お持ち寄りください。） 

＊スマイル献金 

＊YMCA の歌  一同  

＊閉会点鐘  会長 

 

（BF 切手（使用済み切手）をご持参ください。1 枚

からでも歓迎です。） 

 

2016～2017年度 主題 
 

クラブ会長 石田孝次「友情と地固め」 
 

東新部部長 細川 剛(東京) 「今チャレンジ、明日に向かってワクワク東新部」 

東日本区理事 利根川恵子(川越)「明日に向かって、今日動こう」 

アジア太平洋地域会長 Tung Ming Hsiao(台湾)「ワイズ運動を尊重しよう」 

国際会長 Joan Wilson(カナダ)「私たちの未来は、今日より始まる」 

 

《クラブ役員》会長 石田孝次 副会長 綿引康司／伊藤幾夫 

書記 田中博之 会計 深尾香子 担当主事 小野 実 
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12月例会報告 
12月例会は、私たちのスポンサー（親）クラブである東京

まちだクラブと東京コスモスクラブとの合同で、日本基督

教団・原町田教会にて東京町田YMCAの「市民クリスマ

ス」として YMCA のボランティアの方々も参加しての「ク

リスマス例会」でした。 

17 時 45 分に始まった第 1 部は、クリスマス礼拝。宮島

牧人牧師から「あなたは栄光を見た」と題するメッセージ

をいただきました。礼拝献金（28,108 円）は、災害復興

支援として東京 YMCAに捧げられました。 

第 2 部は、教会の幼稚園のホールでの祝会。開会祈祷

は綿引さん。マリンバ演奏、教会のジュニア聖歌隊の合

唱、伊藤さんのリードによる「みんなでキャロル」、プレゼ

ント交換等の盛りだくさんのプログラムでしたが、石田会

長による閉会点鐘で、定刻 20 時半にお開きとなりました。 

当クラブは、プログラムの作成・印刷、祝会での食べ物、

飲み物の担当を務め、買い出し、盛り付けを行いました。 

また、当クラブの多くのメンバーに食べ物、飲み物を寄

付していただきました。ありがとうございました。（田中記） 

《当クラブからの出席者》12名：「メンバー」：石田、伊藤、

小早川、真藤､滝口､田中､深尾、藤田、本田、綿引、「メ

ネット」：田中、藤田、「メーキャップ」：安藤、小野 

《他クラブからの参加者》東京まちだ：小畑、平本、谷治、

東京コスモス：権藤、保坂、松香、東京北：辰馬、東京山

手：飯野、東京たんぽぽ：服部、藤江 

 

これからの予定 
・1/24(火)：1月第 2例会（役員会） 

・2/4（土）-5（日）：東西日本区交流会（東山荘） 

・2/７(火)：2月例会 

・2/18(土)：東新部 EMCシンポジウム 

・2/21(火)：2月第 2例会（役員会） 

12月役員会／忘年会報告 
12 月 20 日（火）、18:00 から多摩東京海上日動ビルに

て 12 月役員会が開催されました。先月に引き続いて東

京 YMCA 西東京センターの中里主事をお招きし、私た

ちが YMCA のためにあるいは YMCA と協働して何が

できるかを話し合いました。1月例会でみなさんにご報告

いたします。また、次期の役員体制についての話し合い

も行われました。 

役員会の後は、パルテノン多摩内の地中海料理のトレ

ーノ・ノッテにて忘年会が賑やかに開催されました。 

（田中記） 

《役員会出席者》７名：安藤、石田、伊藤、小早川、田中、

深尾、東京 YMCA西東京センター中里主事 

《忘年会出席者》上記に加え、真藤、滝口 

EMCシンポジウムのご案内 
ここ数年、ワイズメンズクラブの会員は高齢化・減少化の

傾向にあります。東新部では昨年 11 月に東京目黒クラ

ブが解散に追い込まれました。このことは他のクラブに衝

撃を与えました。東新部では、このような現状に歯止めを

かけるにはどうしたらよいか、また、ワイズ活動をよりアク

ティブに展開するにはどうしたらよいかなどを共に考えた

いと思い、2月 18日（土）13:30～16：30に東京 YMCA

山手センター(高田馬場)にて EMC シンポジウムを開催

します。今回は、比較的ワイズ歴の浅い方々5、6 名にパ

ネリストとして参加していただき、新鮮で、率直なご意見

を述べていただきます。当クラブからは、綿引さんと深尾

さんがパネリストとして参加されます。多くのみなさんのご

出席をお願いします。（伊藤記） 

東西日本区交流会のご案内 
1997 年 7 月に日本区が東西

に分かれてから 20 年目の節

目の今年、東西日本区のワイ

ズが一堂に会しての交流の

集まりが、新本館が建設され

た日本 YMCA 同盟国際青少

年センター東山荘（御殿場）

で開催されます。交流、親睦を中心とした、楽しいプ

ログラムが企画されています。東西日本区の仲間と

親しくなる良い機会です。田中が実行委員長を務め

ています。ぜひご参加ください。（田中記） 

連絡先：〒192-0023 八王子市久保山町 1-9-3-807 田中博之 (携帯) 090-9823-6387 

例会日：本例会  第 1 火曜日 18:30~20:30 会場：コンティ多摩センター 多摩市鶴牧 1-26-3  TEL 042-313-7444 

（1 月例会は 1 月 10 日開催）  

役員会（第 2 例会）第 3 火曜日 18:30～20:30 会場：同上 （1 月役員会は 1 月 24 日開催） 

忘年会 

東山荘からの 

紅富士 

クリスマス礼拝 

祝会・乾杯 


