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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 
11月号 

（第４号） 

今月の聖句 
「施しをするときは、右の手の

することを、左の手に知らせて

はならない。」 

新約聖書 マタイによる福音書 

6章 3節 

今月の強調テーマ：ワイズ理解、ファミリーファスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「私にとってワイズに入会するということは」 
私は、このワイズメンズクラブ

に誘われたとき、何の抵抗感も

なく、「入会してもいいな」と

思いました。それは、私の中に

「他者を」、そして「弱者を」手

助けをすることはとても大切

なことであるとの思いがあっ

たからかも知れません。 

小学校の卒業時に校長先生か

ら頂いた言葉は「義を見てせざるは勇無きなり」でし

た。また、息子たちが進んだ桜美林高校の野球部では

「カバーリング」を徹底的に指導していました。そん

な事のなかから、自分の中に「人を思う心」の大切さ

や「フォア・ザ・チーム」が刷り込まれていったのだ

と思います。仕事においてもその思いは忘れないよ

うにと心掛けていました。そして妻の病気をきっか

けに教会に通うようになり、キリスト教の考え方に

心打たれ、そこでワイズメンズクラブのメンバーの

方と出会い、今に至ります。次男が YMCA の職員と

なったことも私の背を押してくれました。 

現代社会は、物質的には豊かですが、いじめや嫉妬心

が強い人間が増えぎすぎすした感じは否めません。

人と人との繋がりが希薄な無機質な環境ともいえま

す。翻って私の職場である信用金庫や公益法人とは

助け合いの精神から生まれた組織です。その原点に

帰って、そして長年持ち続けて思いを実行に移すべ

くワイズの活動をしていきたいと思っています。 

（綿引康司）   
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 メンバー    11名 BF ファンド 

在籍15名  ﾒｰｷｬｯﾌﾟ     1名 切手      55g (累計     55g) 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16名  メネット    1名         0円 (累計     ０円) スマイル         8,700円 

  ｹﾞｽﾄ･ﾋﾞｼﾞﾀｰ 4名  (累計   38,267円) 

Congratulations! 
11 月の Happy Birthday/Happy Anniversary 

＜誕生日＞ 

メネット：田中直美(6 日) 、石田貞子(27 日)  

＜結婚記念日＞ 

安藤愼次(28 日) 

 

11月例会プログラム 

日時：11月 1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、本田栄一 

 

＊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 伊藤幾夫 

＊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 石田孝次会長 

「一枚の太陽電池が命を救う」 

＊ワンポイントワイズ・「ワイズ理解」 

      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 

＊スマイル献金 

＊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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10月例会報告 
司会の予定であった安藤さんのピンチヒッターを田中が

務め、定刻に開始。聖書・祈祷は本田さん。 

我がクラブ初の「ゲストスピーチ」は、チャーターナイトで

ゴスペルを唄っていただいた中村恵美さんによる「こども

食堂から始まる～食べ物に感謝」。中村さんは、コーディ

ネーターとして、近頃、様々な場所で開かれている「こど

も食堂」の普及、拡大に向けて活躍されていますが、「こ

ども食堂」の現状、運営方法などについてわかりやすく

ご説明いただきました。例会では PC が不調で披露でき

なかった、中村さんの、映像によるプレゼンテーションは

以下をご覧ください。 

http://theamazing7.com/post-1491/ 

ビジターとして出席いただいた東京 YMCA 会員部主任

主事の沖さんからは、東京 YMCA 会員部の活動状況、

東京 YMCA への入会のお勧めがあり、「ワンポイントワ

イズ」としては田中がロールバックマラリアの解説を行い

ました。（田中記） 

《出席者》16 名：「メンバー」：石田、伊藤、井上、小野、

小早川、真藤､滝口､田中､藤田､本田、綿引、「メネット」:

田中、「ビジター」：小川圭一、沖利柯、谷治英俊、「ゲス

ト」：中村恵美、「メーキャップ」：深尾 

10月役員会報告 
10 月 18 日（火）、18:30 からコンティ多摩センターにて

10月役員会が開催されました。今後のワイズ・YMCA関

係プログラムの確認、例会のプログラム、役割分担を決

定し、クラブとして今後取り組んで行く YMCA 支援、地

域奉仕活動について意見交換を行いました。今後、

YMCA 西東京センターとも打ち合わせを進めて行きま

す。（田中記） 

《出席者》5名：石田、伊藤、小早川、田中、深尾 
 
これからの予定 
・11/3(木・祝)：ペタペタの会、西東京センター会員の集い 

・11/12(土)：東新部評議会（高尾の森わくわくビレッジ）  

・11/15(火)：11月第 2例会（役員会） 

・12/10(土)：12月クリスマス例会（原町田協会） 

・12/20(火)：12月第 2例会（役員会） 

・1/7（土）在京ワイズ新年会（東京 YMCA山手センター） 

・1/10(火)：1月例会 

・1/24(火)：1月第 2例会（役員会） 

 

 

東新部部大会参加 
10/8（土）に YMCAアジア青少年センターにて開催され

た東新部部大会に参加しました。部大会のテーマは「今

チャレンジ、子どもをマラリアから守ろう！」です。部大会

は 2部構成で、第 1部の式典における新入会員紹介で

は、当クラブの当日参加したメンバーが紹介されました。 

一般公開プログラムである第 2部では、220名の参加者

のもと、国立国際医療研究センターの狩野繁之氏による、

マラリアに関する講演と、NHK の子ども番組で人気の

歌手の谷本健一郎氏による、ファミリーコンサートが行わ

れました。 

狩野氏は、マラリアの恐怖や、感染地域に贈る蚊帳の有

効性を、子どもにもわかりやすく説明されました。谷本氏

は、会場の子ども達と一緒に歌い踊り、子ども連れの家

族で満員となった会場は、大いに盛り上がりました。世界

的な取り組みである「ロールバックマラリア」の成功を、心

からお祈りいたします。（小早川記） 

《当クラブからの参加者：石田、伊藤、小早川、滝口、田

中、田中メネット、綿引》 

東京 YMCA・西東京フェスティバル参加 
10/2（日）、高尾の森わくわくビレッジにて東京 YMCA西

東京センターの会員、近隣ワイズメンズクラブメンバー、

キャンパー、同父兄、リーダー等が一堂に集まり、幼児、

児童を中心とした楽しいイベントが開催され、東京武蔵

野多摩クラブの助っ人として東京八王子クラブのメンバ

ーとともに参加しました。 

我がワイズのブースでは、アメリカ館と銘打ってアメリカの

子供たちにおなじみのポップコーンを実演提供しました。

開店早々からちびっこたちが押し寄せ、ポップコーンが

はじけるのを見て目を丸くし、釘付け状態でした。わくわ

く感のある楽しいひと時でした。来年は、独自のブースを

出店したいものです。（石田記） 

《当クラブからの参加者：石田、田中、田中メネット》 

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 

新入会員紹介 

ワイズメンバーのブース 

ゲストスピーチ 

http://theamazing7.com/post-1491/

