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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 
 

2016 年 
８月号 

（第１号） 

今月の聖句 
父よ、あなたがわたしの内にお

られ、わたしがあなたの内にい

るように、すべての人をひとつ

にしてください。 
新約聖書 ヨハネによる福音書 

17章 21節 

 

今月の強調テーマ：ＣＳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

「友情と地固め」 
我々東京多摩みなみクラブの初

年度の主題は、「友情と地固め」

といたしました。その心は、我々

クラブは発足 1 年目で出来立て

の新米クラブです。メンバー同

士もよくわからないままのスタ

ートとなります。先ずは、内に対

しては、お互いをよく知り、友情

を深め、ボランティアの仲間と

して友好関係を深めることを第一に心がけたいと言

うことで“友情”といたしました。そして、外に対し

ては、我々はまだ活動実績もなく、ボランティア活動

として何ができるかも見えておりません。そんな中

で、先輩クラブの活動をお手本に試行錯誤の中で活

動の基礎作りに取り組みたいと言うことで“地固め”

といたしました。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7  例   メン       12名 BF ファンド 

月  在籍15名 会   ﾒｰｷｬｯﾌﾟ     1名 切手      0g (累計       g) ｵｰｸｼｮﾝ       0円 

デ     出席率     87％ 現金(含書損ﾊｶﾞｷ等換金分) (累計        0円) 

｜  例会出席22名 出   メネット    1名         円 (累計       円) スマイル   12,502円 

タ   席   ｹﾞｽﾄ･ﾋﾞｼﾞﾀｰ 9名  (累計   23,752円) 

 

８月納涼例会プログラム 
 

日時：8月 2日(火) 18:30～21:30 

【第 1部】例会 18:30～19:20 

会場：コンティ多摩 

司会：伊藤幾夫 

受付：小早川浩彦、井上富子 

＊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 田中博之 

＊ゲスト/ビジター紹介 会長 

＊会長挨拶 

＊YMCA ニュース・連絡等 

＊ハッピーバースデイ/アニバーサリー 

＊閉会点鐘  会長 

【第 2部】懇親会 19:30～21:30 

会場：ラ・パーラ  
(コンティから徒歩 5分・多摩市山王下 1-13-6 

 マンションサザンヒル 1Ｆ） 

会費：5,000円（クラブメンバーはクラ

ブ会計から補助あり） 

 

楽しく食べて、飲んで交流を 

深めましょう！ 

 

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 

Congratulations! 
８月の Happy Birthday/Happy Anniversary 

＜誕生日＞ 

小野 実(19 日)、綿引美代子(メネット)(4 日) 

＜結婚記念日＞ 

中村慶嗣・由季（4 日） 
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チャーターナイト特集 
 

7月 17日（日）16:00から、コンティ多摩センターにおい

て、東京多摩みなみワイズメンズクラブのチャーターナイ

ト（国際協会加盟認証状伝達式）が 101 名の参加登録

のもと開催されました。東・西日本区から参加の多くのワ

イズメン・メネットに

祝福されて、現状で

東日本区 62番目の

クラブとして正式に

認証されました。こ

れまでのホストクラ

ブ（東京まちだクラ

ブ、東京コスモスク

ラブ）、部の枠を超

えて応援いただい

た協力クラブ（東京

武蔵野多摩クラブ、

東京八王子クラブ）

を始め、皆さまのご

支援に厚く感謝申し

あげます。 

 

第 1 部の国際協会加盟認証状伝達式は、伊丹一之東

新部直前部長(東京むかで)の司会で進行しました。石

田孝次会長の初の公式点鐘で開会。田中直美メネット

の伴奏によるワイズソングのあと、井上富子さんによる聖

書朗読・祈祷、スポンサークラブの東京まちだクラブ後藤

会長の祝辞、伊藤幾夫設立準備委員長(東京コスモスク

ラブから当クラブに移籍)の設立経過報告と続きました。 

クライマックスの国際協会加盟認証状伝達式では、利根

川恵子東日本区理事（川越）の司式で入会式が執り行

われ、新クラブメンバーが高らかに入会の宣誓を行い、

続いて、石田会長に認証状が手渡されました。 

その後、東日本区役員、東新部役員やスポンサークラブ

の方々からクラブ会員にチャーターバッジランチョンバッ

ジが装着され、石田会長による力強い決意表明とメンバ

ー紹介があり、滞りなく国際協会加盟認証状伝達式が終

了しました。 

続いて、祝辞を、クラブメンバーの多くが関わっている多

摩市社会福祉協議会を代表いただき川田賢司常務理

事、菅谷淳東京 YMCA 副総主事（止む無くご欠席の廣

田総主事からのビデオメッセージもご披露いただきまし

た）、細川剛東新部部長（東京）の 3 氏からいただきまし

た。細川部長からは部を代表して、お祝い金（入会金相

当）もいただきました。  

記念品贈呈式では、スポンサークラブを代表して東京コ

スモスクラブ権藤徳彦会長からクラブバナー、東日本区

を代表して菊地弘生会員増強事業主任（仙台青葉城）

から万国旗セット、ラン

チョンベル（点鐘に使う

鐘）、ギャベル（木槌）を

いただきました。 

サプライズとして、バナ

ー製作者の原俊彦さん

（富士五湖）から、多摩

地域の名物であり、当ク

ラブのバナーに登場し

ている「たぬき」をかたど

ったスマホスタンドをメン

バー全員にプレゼントい

ただきました。 

なお、このバナーはクラブメンバ

ー全員でコンセプトや色使いを

決め、小野担当主事が特技を活

かしてデザインを行ったもので

す。「たぬき」もオリジナルのデザ

インです。第 1 部は、石田会長

の閉会点鐘で閉じました。 

 

第 2部は、会場を 1階のサロンに移しての祝会です。記

念撮影の後、深尾香子さんの司会で賑やかにスタートし

ました。始めに安藤愼次さんの歓迎の挨拶、祝辞を設立

準備の段階から大変お世話になった太田勝人東新部会

員増強事業主査(東京世田谷)、長谷川あや子東京八王

子クラブ直前会長からいただき、当クラブメンバー本田

入会の宣誓 

石田会長の決意表明 

スマホスタンド 

国際協会加盟認証状 

クラブバナー 
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栄一さんの食前感謝、東日本区次々期理事宮内友弥さ

ん(東京武蔵野多摩)の乾杯で賑やかに会食パーティが

始まりました。 

会食、懇談の合い間を縫って、クラブメンバーによる自

己紹介が行われ、続いて、アトラクションとして、中村恵

美さん（真藤さんのご友人）によるゴスペル独唱、鵜川久

美子さん（深尾さんのご友人）によるフルート演奏、さら

にはおふたりの共演がありました。 

 

遠方から参加いただいた宝塚クラブの鯖尻佳子会長、

石田由美子さん（宝塚クラブはスポンサークラブの東京

まちだクラブのDBC(兄弟クラブ)、そして 5月 28日にチ

ャーターナイトを開催された、一番近い先輩である石巻

広域クラブの関喜一郎さんからスピーチをいただいたり、

参加の各クラブからクラブ主催のイベントのアピールが

行われたりする内に予定の時刻も過ぎ、綿引康司副会

長のお礼のことばの後、YMCA の歌を、鵜川さんにも伴

奏に加わっていただき全員で歌い、石田会長の挨拶で

会を閉じました。ご出席のみなさんには感謝を込めて、

当クラブ全員でお見送りをしました。 

多くの方々のお力添え、祝福で新しいクラブが誕生でき

たことを心から感謝いたします。（伊藤/田中記） 

 

 

ありがとうございました 

【出席いただいたクラブ】 

仙台青葉城、石巻広域、東京江東、埼玉、東京北、所

沢、川越、東京ベイサイド、東京、東京むかで、東京世

田谷、東京目黒、東京まちだ、東京コスモス、東京セン

テニアル、甲府、東京山手、東京西、東京武蔵野多摩、

東京サンライズ、東京八王子、東京たんぽぽ、富士五

湖、厚木、横浜つづき、熱海、御殿場、宝塚、東京多

摩みなみ 

 

【祝電をいただいた方々】 

岩本悟西日本区理事、若林成幸宝塚クラブ会長、福

澤系司信越妙高クラブ会長、沖利柯東京YMCA会員

部主任主事 

 

【お祝いをいただいた方々】（設立総会時も含む） 

東日本区、東新部、石巻広域、東京、東京むかで、東

京まちだ、東京コスモス、東京山手、東京武蔵野多摩、

東京サンライズ、東京八王子、宝塚、鳥取、川田賢司

さん、佐藤茂美さん、利根川恵子さん、原俊彦さん 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

クラブメンバー自己紹介 

ゴスペルとフルート 

乾杯！ 
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７月仮例会報告 
7月 5日（火）、18:30から「東京多摩みなみワイズメンズ

クラブ」の 2 回目にして最後の「仮例会」がコンティ多摩

センターで開催されました。 

例会の司会は、全メンバーが毎月交代で務めることにな

り、今回は、綿引副会長。聖句/お祈りは井上さん。 

仮例会ながら、東新部細川部長の部長公式訪問の最初

の訪問クラブになりました。細川さんを始め、同行された

部役員の方々からは、新クラブへの励ましをいただきま

した。 

しばらくは、例会の中で「ワンポイントワイズ」としてワイズ、

YMCA についていろいろ学んで行くことにしていますが、

今回のテーマは「ワイズの集まり」。例会、役員会の目

的・意義、部大会や区大会などの説明が田中書記から

行われました。 

いつものヘルシーな Genmai Cafe の暖かい食事の後

は、間近に迫ったチャーターナイトについての最終打ち

合わせおよび「東京 YMCA 夏祭り」参加についての相

談。クラブメンバーの結束を強め、また、YMCAを知るた

めにもクラブとして模擬店を出すことになり、クラブのマス

コットに因んだ「冷やしたぬきうどん」を提供することにな

りました。クラブメンバーの参加・協力をよろしくお願いい

たします。 

チャーターナイトのアトラクションを担っていただく鵜川さ

ん、中村さんも出席され、「さわり」をご披露いただきまし

た。（田中記） 

《出席者》22名 (敬称略) 

メンバー：安藤、石田、伊藤、井上、小野、小早川、真

藤､滝口､田中､深尾､藤田､綿引 

メネット:田中 

ビジター: 佐藤茂美、細川 剛(東京)､伊丹一之(東京む

かで)、太田勝人(東京世田谷)、村野 繁（東京目黒）、

谷治英俊(東京まちだ)、酢屋善元(東京八王子) 

ゲスト：鵜川久美子、中村恵美 

メーキャップ：本田 

 

 

 

 

 

 

７月役員会報告 
7 月 19 日（火）、18:30 からコンティ多摩センターにて 7

月役員会が開催されました。 

チャーターナイトの振り返り、8 月例会の詳細検討、 今

後の例会の当番表作り(9 月例会：司会・深尾さん、聖

句・お祈り・本田さん、受付・石川さん、真藤さんを予定)、

「冷やしたぬきうどん」の研究等を行いました。 

役員会にはどなたでも参加歓迎です。特に、都合で例

会に出席できなかった方は役員会に出席することで、例

会に出席した扱いになります（「メーキャップ」と言いま

す）。ぜひご出席ください。終了後は近場で食事をともに

しています。（田中記） 

《出席者》6名 (敬称略) 

メンバー：石田、伊藤、小早川、田中､深尾、綿引 

 

これからの予定 
・8/4(木)～7(日)：国際大会(台北) 

・8/16(火)：8月第 2例会（役員会） 

・8/27(土)：東京 YMCA夏まつり（東陽町ｾﾝﾀｰ） 

・9/6(火)：9月例会 

・9/20（火）：9月第 2例会（役員会）  

 

 

 

 

 

 

 

 
日時：2016 年 8 月 27 日(土)11:30～15:30 

（集合 10 時） 

会場：東京 YMCA 東陽町センター 

（東陽町駅西２番出口５分）雨天決行 

出品メニュー：  

当クラブ初参加です。みんなで参加しましょう！ 

  

    
写真はイメージです。 

細川東新部部長ご挨拶 

【編集後記】編集長としての初仕事でしたが、メン

バーのご協力の下、無事に発行できました。本当に

ありがとうございました。クラブイベントなど、

様々な情報を発信していきます。よろしくお願い

します。（小早川） 

 

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 

役員会（第 2 例会）第 3 火曜日 18:30～20:30 会場：同上 

会費送金口座：多摩信用金庫 桜ヶ丘支店 普通口座 0251660 東京多摩みなみワイズメンズクラブ会計 深尾香子 
 


