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2016 年 
９月号 

（第２号） 

今月の聖句 
「人にしてもらいたいと思うこ

とは何でも、あなたがたも人に

しなさい。」 

新約聖書 マタイによる福音書

7章 12節 

 

今月の強調テーマ：ユース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「東京 YMCA 夏祭り」初参加 
7 月に発足した「東京多摩みなみワイズメンズクラブ」の
初めての対外活動として、東京 YMCA夏祭りに出店しま
した。クラブのマスコットの「ぽんぽこ」に因んで「冷やした
ぬきうどん」を提供。当初の目標 120 食を大幅に超え、
13時 31分には 143食を完売しました。 
初めてのことで、準備期間中から不安もありましたが、い
ざ始まると、お手伝いの東京 YMCA にほんご学院の留
学生さんたちの働きにも助けられて無事に終わることが
出来ました。滝口さんと共に、材料調達、具材の準備な
ど任せていただき良い経験になりました。今後もお役に
立てることは率先してやっていきたいと思います。 
メンバーに感謝！（真藤記） 

《出席者》11 名：メンバー：石田、伊藤、井上、小野、小

早川、真藤､滝口､田中､深尾､綿引 

メネット:田中 

≪益金≫17,260 円：東京 YMCA に寄付（被災地復興

支援、地域奉仕活動に用いられます。）   
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 メンバー    13名 BF ファンド 

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

  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15名  メネット    2名         円 (累計       円) スマイル   5,815円 

  ｹﾞｽﾄ･ﾋﾞｼﾞﾀｰ 0名  (累計   29,567円) 

Congratulations! 
9 月の Happy Birthday/Happy Anniversary 

＜誕生日＞ 

本田和子（メネット）(26 日) 

＜結婚記念日＞ 

藤田智・恵美（29 日） 

 

9月例会プログラム 

日時：9月 6日(火) 18:30～21:30 

会場：コンティ多摩センター 

司会：深尾香子 

受付：石川良一、真藤広子 

＊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 綿引康司 

＊ゲスト/ビジター紹介 会長 

＊会長挨拶 

＊夕食 

＊メンバースピーチ 藤田 智 

「野菜作りは、コミュニケーション 

～野菜から学ぶこと～」 

＊ワンポイントワイズ・「ユース」 田中博之 

＊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。） 

＊YMCA の歌  一同  

＊閉会点鐘  会長 

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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8月例会報告 
8 月は「納涼例会」。第 1 部としてコンティ多摩センター

で 18:30 から 19：20 まで通常の例会を開催したのち、

第 2部として近くのイタリアンレストランに会場を移しての

2部構成でした。 

例会の司会は伊藤さん、聖句/お祈りは田中。冒頭、チャ

ーターナイトに欠席された石川さんの入会式が石田会

長の司式で行われ、チャーターバッジが着装されました。

東京 YMCA 夏祭り関係の確認や、当クラブ、クラブメン

バーも収録されている「ハンドブック＆ロースター」の配

布が行われました。 

クラブメンバーが勢ぞろいでの初の懇親会は、美味しい

料理とともに話に花が咲き、メンバー同志の意外なつな

がりが発見されたりして、クラブの「地固め」が一層進み

ました。（田中記） 

 
《出席者》15 名：メンバー：安藤、石川、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、藤田 

8月役員会報告 
8 月 16 日（火）、18:30 からコンティ多摩センターにて８

月役員会が開催されました。会計報告、東京 YMCA 夏

祭りの最終確認が行われ、9 月、10 月例会のプログラム、

役割分担が決定されました。10 月例会ではチャーター

ナイトでお世話になった中村恵美さんにゲストスピーチ

をお願いすることといたしました。また、次期のアジア太

平洋地域選出国際議員（アジア太平洋地域会長）の推

薦について相談し、クラブとしての推薦を行うこととなりま

した。（田中記） 

《出席者》6 名：メンバー：石田、伊藤、小早川、田中､深

尾、綿引 

これからの予定 
・9/9（金）-11（日）：ユースボランティア・リーダーズフォーラム 

・9/10（土）：東京 YMCA 国際協力街頭募金（新宿駅）  

・9/20（火）：9月第 2例会（役員会）  

・9/22(木・祝)：東京 YMCA チャリティーラン 

・10/4(火)：10月例会 

・10/8(土):東新部部大会 

 

 

 

 

第 1回東新部評議会報告 
我がクラブは東新部（8 クラブ 90 名）に所属しています。

評議会とは部内の情報交換、部の重要事項の協議・決

定を行う会合で、年に 3回開催されます。 

今年度（ワイズの年度は 7 月～6 月です）初の評議会が

7 月 25 日（土）、東陽町の東京 YMCA 社会体育・保育

専門学校で開催されました。17 日に正式発足した私た

ち東京多摩みなみクラブにとっては初めて参加する評

議会でしたが、石田会長、伊藤副会長、田中書記、深尾

会計が出席し、他クラブの皆さんから改めてチャーター

の祝福をいただいました。 

当日決定、承認、報告された主な事項は以下のとおりで

す。 

昨年度の部決算、今年度の修部正予算、部則（部の

規則）を見直す委員会を設置、部大会（10月 8日）の

開催要領、各事業主査、各クラブ会長からの今年度

の活動計画・アピール 

なお、当クラブからは、伊藤さんが次期部長、田中が部

書記として東新部の役員を務めています。（田中記） 

台北国際大会報告 
8月 4日（木）から 7日（日）までの 4日間、台湾・台北に

て、第 72 回ワイズメンズクラブ国際協会・国際大会が開

催されました。国際大会は 2 年に 1 度開催されるワイズ

最大のイベントであり、各国が立候補によって開催ホスト

国となります。今回は世界各地から約 800名が集まり、内

日本からは約 180名の参加でした。 

大会は、国際会長就任式などの式典、基調講演、分科

会、エクスカーション〈半日観光〉、3 度にわたる晩餐会、

IBC（International Brother Clubs:国際兄弟クラブ）締結

式、ユースコンボケーション（国際大会と並行して開催さ

れる若者のプログラム）報告等が行われ、フレンドリーな

おもてなしの中、充実した大会となりました。来年はタイ・

チェンマイにてアジア太平洋地域大会、再来年は韓国・

麗水にて第 73回国際大会が開催されます。国際的なボ

ランティア団体に加入したことの素晴らしさが実感できま

す。当クラブから多くのメンバーが参加されることを期待

いたします。（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 

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 
 

グランドホテル（圓山大飯店）での晩餐会 


