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chartered on 2016.7.17 
 

2017 年 
２月号 

（第７号） 

今月の聖句 
「雨が降り、川があふれ、風が吹

いてその家を襲っても、倒れな

かった。岩を土台としていたか

らである。」 

（新約聖書マタイによる福音書 

7章 25節：家と土台） 

今月の強調テーマ：TOF（タイム・オブ・ファスト） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「２月に思いを寄せて」 
ワイズが TOF を行うこの 2 月は、
私にとって大切な２人の偉人を思
う月です。 
１人はルルドの聖女ベルナデッタ。
2 月 11 日の「世界病者の日（ルル
ドの聖母の記念日）」が皆の間で話
されるのを聞き、嘗てこの時期に、
毎年学校で彼女の生涯の物語を聞

き、讃える歌を歌い、祈りの時間を持っていたことを
これまで以上に懐かしく思い出しました。 
もう１人は 2 月 28 日に自刃したとされる千利休。私
のような茶人にとって、この日は特別な日です。とこ
ろで読者の中には、通われている教会に「茶室」が有
る！という方、きっとおられますね？これまでも、教
会と茶の湯に関する記述は散見したのですが、訝し
いと言われる方も少なくなかったところ、昨年、原典
を丹念に研究された作品が発刊されました。今後は
より一層多くの方の関心を呼ぶものと期待してご紹
介します。 
スムットニー祐美/著『茶の湯とイエズス会宣教師～
中世の異文化交流』2016 年 12 月思文閣刊 

（深尾香子）  
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 メンバー    13名 BF ファンド 

在籍14名  メーキャップ 0名 切手    671g (累計    726g) ｵｰｸｼｮﾝ     18,500円 

  出席率     93％ 現金(含書損ﾊｶﾞｷ等換金分) (累計        32,750円) 

例会出席16名  メネット    1名        0円 (累計       円) スマイル      0円 

  ゲスト・ビジター2名  (累計        43,921円) 

Congratulations! 
2 月の Happy Birthday/Happy Anniversary 

＜誕生日＞ 

小早川浩彦(12 日)、井上富子(15 日) 

伊藤幾夫(17 日)、メネット: 安藤久美子(11 日) 

＜結婚記念日＞ 

小早川浩彦(17 日) 

 

２月例会プログラム 

 

日時：2月 7日(火) 18:30～20:30 

会場：コンティ多摩センター 

司会：真藤広子 

受付：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 藤田智 

＊ゲスト/ビジター紹介 会長 

＊会長挨拶・東西日本区交流会の報告 

＊TOF ディナー 

＊メンバースピーチ 小早川浩彦 

「防災のススメ～明日の地震に備えて～」 

＊ワンポイントワイズ・「TOF」 

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 

 

・今月は TOF 月間ですので、「特別な」ディナ

ーです。 

・各種献金の自主献金分、BF 切手をご持参くだ

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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1月例会報告 
司会は、前半が伊藤さん、遅れて到着の安藤さんが後

半を務めました。聖句/お祈りは小野さん。 

今月は、特別に新年を祝って、差し入れのワインで乾杯

をいたしました。 

恒例のメンバースピーチは綿引さん。「ヤマ勘でない証

券投資の仕方」をわかり易く解説いただきました。 

クラブ会則に則って、次年度のクラブ役員が選出されま

した。12 月の役員会で推薦された以下の方々が拍手で

承認されました。 

会長：石田さん、副会長：綿引さん、真藤さん、 

書記：田中、会計：深尾さん、副書記（新設）：小早川さん 

小野さんから、東京 YMCA にほんご学院スピーチコン

テストの案内ののち、今年度 2 回目のオークションが賑

やかに開催されました。皆さま（特にたくさんの商品をご

提供いただいた真藤さん）のご協力に感謝申しあげます。 

（田中記） 

《出席者》16 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、「ビジター」：酢屋、山口 

1月役員会報告 
1 月 24 日（火）、18:30 からコンティ多摩センターにて 1

月役員会が開催されました。クラブ発足後初の「TOF 例

会」の食事をどうするか、2 月に年度の締め切りを迎える

東日本区の各種献金の扱い等について審議し、また、

CS・Ｙサ事業の具体的進め方について意見交換を行い

ました。 

次年度、東新部部長になられるため、副会長を退かれる

伊藤さんには、クラブの「幹事」として引き続き役員会に

出席いただくことを決定いたしました。（田中記） 

《出席者》5名：石田、伊藤、小早川、田中、深尾 

 

在京ワイズ新年会参加 
1 月 7 日(土)、東京 YMCA 山手センターにて在京ワイ

ズ新年会が開催されました。在京クラブ以外にも遠く十

勝、石巻広域、仙台青葉城、甲府 21、長野、沼津、熱海

の各クラブからもご参加いただき、総勢 125 名の参加者

が一堂に会し、会場に入り切れないほどの大盛会となり

ました。 

当クラブからは石田会長、伊藤副会長、田中書記夫妻、

小野担当主事が参加しました。新年会のプログラムは、

第一部の礼拝、第二部の懇親会の 2 部構成でした。本

新年会は、クラブの誕生後初参加でしたが、クラブ発足

時にお世話になった方々も多数参加されており、お礼の

ご挨拶をする機会にもなりました。この様な大規模なワイ

ズの交流の場は、我々の今後の活動にも役立ち、お互

いに刺激を受ける場として、大変有意義だと感じました。

（石田記） 

 

大震災復興支援“希望の凧揚げ”共催 
｢3.11｣から 6 年になりますが、まだまだ、仮設住宅

等で多くの方が不自由な生活をされていらっしゃい

ます。町田ＹＭＣＡでは、震災直後から継続して復興

支援活動を行っています。「被災された方々のことを

忘れていません！」という思いを、“希望の凧”に託

して、午後 2 時 46 分に一斉に凧を揚げます。今回か

ら、わがクラブも共催に加わります。（伊藤記） 

日時：3 月 12 日(日)14:00～15:30 

場所：町田市玉川学園子ども広場 

(小田急線玉川学園前駅徒歩５分) 

参加費：無料(ただし､凧代 200 円。子どもは 100 円) 

 

東京 YMCAにほんご学院スピーチコンテスト 

わがクラブの担当主事小野実さんが校長を務める

｢にほんご学院｣では、学生さんたちによる｢スピーチ

コンテスト｣を行っています。今年は下記の日程で開

催されますので、協力いたしましょう。（伊藤記） 

日時：2 月 17 日(金)10:00～13:00 

場所：東京ＹＭＣＡ東陽町センター1 階視聴覚室 

 

これからの予定 
・2/７(火)：2月例会 

・2/18（土）：東新部 20周年記念 EMCシンポジウム 

（山手センター） 

 ※当クラブからは深尾さん、綿引さんがパネリストとして 

参加予定 

・2/21(火)：2月第 2例会（役員会） 

・3/4(土)-5(日)東日本区次期クラブ会長・部役員研修会 

(東山荘) 

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 

乾杯！ 

オークション 


