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2016 年 
12月号 

（第 5号） 

今月の聖句 
「今日ダビデの町で、あなたが

たのために救い主がお生まれに

なった。この方こそ主メシアで

ある。」 

（新約聖書 ルカによる福音書 

2章 11節） 

今月の強調テーマ：EMC/MC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「クリスマス、祈りの輪」 
イエス・キリストの誕生をお祝い

するクリスマスが近づいてきま

した。 

12 月例会は、東京まちだクラブと

東京コスモスクラブとの“合同例

会”として「町田 YMCA 市民ク

リスマス」を実施します。  

私たちの親クラブのまちだ･コス

モスクラブメンバーとの親睦や、町田 YMCA に連な

る方々との交わりは、ワイズの楽しさのひとつです。 

今月の強調テーマは“会員増強・啓発”です。今回の

合同例会＝市民クリスマスはまさに、このテーマに

ふさわしいイベントといえるでしょう。この機会に

是非、ご家族、友人・知人をお誘いしてください。 

また、「12 月 8 日」はワイズメンズクラブ国際協会

の創始者であるポール・ウイリアム・アレキサンダー

の誕生日であり、「祈りの輪」の日となっています。

各国のワイズメンがそれぞれの地の 20 時に平和や

地球上の問題を覚えて、共に祈りを捧げる運動です。

東日本大震災、熊本地震など、復興を願って祈りをさ

さげましょう。（伊藤幾夫）  
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 メンバー    10名 BF ファンド 

在籍15名  メーキャップ 1名 切手      0g (累計     55g) ｵｰｸｼｮﾝ         0円 

  出席率     73％ 現金(含書損ﾊｶﾞｷ等換金分) (累計        14,250円) 

例会出席13名  メネット    1名        0円 (累計       円) スマイル   5,654円 

  ゲスト・ビジター2名  (累計   43,921円) 

Congratulations! 
12 月の Happy Birthday/Happy Anniversary 

＜誕生日＞ 

石田孝次(15 日)、田中博之(15 日) 

＜結婚記念日＞ 

無し 

 

12月例会プログラム 

「町田 YMCA 市民クリスマス」 
～まちだ･コスモス･多摩みなみ合同例会～ 

日時：2016 年 12 月 10 日(土) 17:30～20:00 

場所：日本キリスト教団 原町田教会 

      町田市原町田 3-9-16   電話 042-723-0207    

交通：JR 町田駅から徒歩 5 分 

会費：東京多摩みなみクラブの会員、同伴者は無料 

（クラブ会計から支出） 

《プログラム》 

第１部 クリスマス礼拝(2 階礼拝堂)17:45~18:15 

司会  平本善一(東京まちだ) 奏楽 桑原良子 

奨励 宮島牧人牧師（原町田教会牧師） 

席上献金 震災復興支援のために 

 

第 2 部 クリスマス祝会(1 階ホール)18:30~20:00 

司会 小畑貴裕(東京まちだ) 

開会挨拶･点鐘  東京コスモスクラブ会長 

権藤徳彦 

ゲスト､ビジター紹介・食前感謝 

原町田教会ジュニア聖歌隊による賛美 

会食・懇談 

マリンバ演奏･ジュニア聖歌隊合唱･ 

クリスマスソング 

献金贈呈 

プレゼント交換 

閉会挨拶･点鐘 東京多摩みなみクラブ会長  

石田孝次 

＊交換プレゼント(300～500 円)をご持参ください。 

 

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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11月例会報告 
例会の司会は田中。聖句/お祈りは伊藤さん。恒例のメ

ンバースピーチは石田会長。「一枚の太陽電池が命を

救う」と題して、勤められていた会社の太陽光発電装置と

逆浸透膜浄水装置が東日本大震災被災地支援におい

て活躍した様子や島嶼国、発展途上国での応用の可能

性などをお話しいただきました。21 世紀は、太陽光発電

を中心とする再生可能エネルギーを利用する第三次産

業革命の時代（日本を中心とする「太陽経済の時代」）で

あることも詳細なデータに基づいて説明いただきました。 

今月の「ワンポイントワイズ」は、強調月間のテーマの「ワ

イズ理解」に合わせて、田中がワイズメンズクラブの目的、

歴史、広がり、近隣の YMCA、クラブの状況等について

お話いたしました、（田中記） 

《出席者》13 名：「メンバー」：安藤、石川、石田、伊藤、

小野、小早川、真藤､滝口､田中､深尾、「メネット」：田中、

「ビジター」：谷治英俊、「ゲスト」：久保賢一（伊藤さんの

知人）、「メーキャップ」：綿引 

11月役員会報告 
11 月 15 日（火）、18:30 からコンティ多摩センターにて

11 月役員会が開催されました。通常の議事に加え、東

京 YMCA 西東京センターの中里主事をお招きし、同セ

ンターの活動内容をご説明いただき、今後、私たちに何

ができるかを話し合いました。12 月役員会でも継続しま

す。役員以外の方々の参加を歓迎いたします。（田中記） 

《出席者》７名：石田、伊藤、小早川、田中、深尾、綿引、

中里主事 

これからの予定 
・12/20（火）：12月第 2例会（役員会＆忘年会） 

・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） 

・2/4（土）-5（日）東西日本区交流会（東山荘） 

ペタペタの会・西東京センター会員の集い 
11 月 3 日（文化の日）、東京 YMCA 西東京コミュ

ニティーセンター主催の「ペタペタの会」が開催

されました。好天に恵まれ 18 名が参加、当クラブ

からも安藤、石田、田中、綿引の 4 名がご一緒し

ました。今回の目的地は武蔵国分寺跡と湧水「お

鷹の道」。武蔵野台地の崖には沢山の湧水があり、

その周辺をゆっくりと歩きました。うっすらと汗

をかいて、爽やかなひと時でした。 

同日夕刻からは国立駅前の東京 YMCA 西東京コ

ミュニティーセンターで会員の交流会である「会

員の集い」が開催されました。第 1 部では当クラ

ブ会員藤田智さんが「野菜作り」について講演。第

2 部では同センターの活動報告があり、第 3 部懇

親会ではセンター職員、リーダー達、他クラブ会

員の皆様と懇親を深めました。（綿引記） 

第 2回東新部評議会 
11 月 12 日（土）、高尾の森は素晴らしい秋晴れ。「全

ての行事が学びの機会！」とチャーター後 2 度目と

なる評議会に、伊藤、田中両先輩に導かれ、新人 4 名、

石田会長に続き、真藤、滝口、深尾で臨みました。机

に置かれた厚い会議資料。熱い議論。神経を集中しな

がらの 2 時間。休憩は僅か 10 分で、正直、頭はクタ

クタに。この会の責任の重さを痛感しました。 

評議会では、次期の東新部役員（当クラブ伊藤さんが

部長、田中さんが書記、石田さんが会計）、東新部部

則の改訂等が決定されました。 

散会後、外へ出ると、美しい夕焼け！少し緊張がほぐ

れて、帰路の足取りが軽くなりました。（深尾記） 

（当クラブからの参加者：石田、伊藤、真藤、滝口、田中、

深尾） 

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 （12 月 20 日は 18 時から東京海上日動ビルで開催） 

ペタペタの会 

会員の集い 

評議会 

石田さんのメンバースピーチ

ｈぴー©Ishidasann ペタペタ

の会 


