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2017 年 
8 月号 

（第 13 号） 
今月の聖句今月の聖句今月の聖句今月の聖句 

求めなさい。そうすれば、与えられ

る。探しなさい。そうすれば、見つ

かる。門をたたきなさい。そうすれ

ば、開かれる。（マタイによる福音

書 7 章 7 節）    

 

今月の強調テーマ：CS（コミュニティ サービス (地域社会・隣人奉仕活動）) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ぶれない私とプライドぶれない私とプライドぶれない私とプライドぶれない私とプライド    

真藤広子 

人の生き様は人それぞれであり、他

人が口を挟めるものではありません。 

クリスチャンホームに生まれ、育ち、

10 年間ミッションスクールで学んだ 

私は、常に見えざる神のみ心のまま

に、壮大な計画のうちに生かされて

いる事を思います。いかなる困難を

も「神の計画のうちである」ととらえ、

全てを一旦受け入れた上でその意味を考えることにして

います。その艱難は私に必要であるからこそ与えられた

のだ、と思えば謙虚に原因を見出すことも出来ます。 

過去の経歴や実績等にプライドを持つ人がいますが、

理解が出来ません。 

何をしたか、何が出来るかなどは重要ではありません。こ

の世に生まれたことの意味、生かされている自分を考え、

限りある人生でどう生きるか、その生き方にこそプライドを

持つべきではないでしょうか？私の芯の部分に生き方に

関する強い意志があり、決して「ぶれない私」をアピール

するとともに、これが私のプライドになっています。 

 
 
 
 
 
 
 

 
7 
月  
例

会 

  

出

席

内

訳 

 メンバー    12名 BF ファンド 
在籍14名  メーキャップ 0名 切手    0g (累計    731g) オークション    0円 

  出席率      85％ 現金(含書損ﾊｶﾞｷ等換金分) (今年度累計   0円) 
例会出席21名  メネット     2名        0円 (累計       円) スマイル        12,656円 

  ゲスト・ビジター 7名  (今年度累計   12,656円) 

8月の月の月の月の Happy Birthday/Happy Anniversary 
＜誕生日＞ 

小野実（19 日） 
＜結婚記念日＞ 

無し 

8 月例会プログラム月例会プログラム月例会プログラム月例会プログラム 

日時：8 月 1 日(火) 18:30～21:30 
【第 1 部】例会 18:30～19:15 

会場：ベルブ永山 ４階学習室 
司会：綿引康司、受付：石川良一 

＊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 田中博之 
＊ゲスト/ビジター紹介 会長 
＊会長挨拶 
＊会計報告・承認 
 ① 2016-2017 年度決算案 
 ② 2017-2018 年度予算案 
＊YMCA ニュース・連絡等 
＊ハッピーバースデイ/アニバーサリー 
＊スマイル献金 
＊YMCA の歌  一同 
＊閉会点鐘  会長 

 
【第 2 部】例会 19:30～21:30 

会場：牛角 京王永山店 
（例会会場から徒歩 1 分・ベルブ永山 2F） 

会費：5,000 円（65 歳以上は 4,000 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！ 

2017～～～～2018 年度 主題 
 

クラブ会長 石田孝次「ボランティア活動の『土台作り』と『実践』」 
 

東新部部長 伊藤幾夫(東京多摩みなみ) 「E 人（イーヒト）になろう」 
東日本区理事 栗本治郎(熱海) 「広げよう ワイズの仲間」 
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 Henry Grindheim(ノルウェー)「ともに、光の中を歩もう」 

 
《クラブ役員》会長 石田孝次 副会長 真藤広子／綿引康司 

書記 田中博之 副書記 小早川浩彦 会計 深尾香子 担当主事 小野 実 
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Ｅ人（イーヒト）丸Ｅ人（イーヒト）丸Ｅ人（イーヒト）丸Ｅ人（イーヒト）丸    出帆出帆出帆出帆    
東新部部長 伊藤幾夫 

『東京多摩みなみクラブ 7 月例会・部長公式訪問報告』 
7 月から新年度がスタート、「E 人丸（イーヒトまる）」

が出帆しました（「E 人丸」とは EMC を重点課題と

考える人たちが乗り込んだ船のことです。）。E 人丸

は、最初の務めとして、部長公式訪問に旅立ちまし

た。最初は、母港の東京多摩みなみクラブ例会でし

た。ホームクラブが最初の部長訪問クラブとなり安

心できました（みなさんの暖かいサポートに感謝し

ます）。同行役員 9 名、例会参加者も計 21 名と多く、

幸先良いスタートとなりました。そして、7／25(火)
～26(水)1 泊 2 日の信越妙高クラブを最後に、東新部

8つのクラブすべてを訪問させていただきました。 
各クラブは、それぞれが良い特徴をもっています。そ

の良さをさらに発展させていってほしいと思います。 
また、今回の訪問で感じたことは、いずれのクラブに

も高齢化と減少化の荒波が押し寄せているというこ

とです。7／1 付の前期半年報が出されました。東新

部発足の 1997 年の会員は 179 名でしたが、20 年経

過した今期 2017 年の会員は 90 名となりました。20
年で半減したことになります。この減少は深刻な事

態だと思います。各クラブが、また、各クラブの会員

一人ひとりがこの深刻な事態を共有し、改善の方策

を考えていきましょう。うれしいことに、東京センテ

ニアルクラブでは 2 名の新入候補者の出席がありま

したし、東京世田谷クラブでも新入会式が行われま

した。部内にエクステンション委員会（新クラブ創設

検討委員会）も発足しました（委員長は太田勝人さ

ん）。個々のクラブが会員増強を目指すとともに、新

クラブ作り、クラブの再編・リスタートなど大胆かつ

柔軟な発想をもって、この荒波を乗り越えていきま

しょう。１年間よろしくお願いいたします。 

東新部東新部東新部東新部第第第第 1111 回回回回評議会評議会評議会評議会がががが開催さ開催さ開催さ開催されましたれましたれましたれました    

7/15(土)13:30～16:20、東新部第１回評議会が東京

YMCA 山手センターで開催されました。出席者は 30

名。伊藤幾夫部長の開会点鐘で始まり、部旗の引継

ぎ、部役員就任式・委嘱状授与、部長の所信表明がな

されました。 

 

審議では、前年度決算報告、今年度の予算案の提示等

があり、議案は全て承認されました。今年度は、特別

会計（東新ファンド）の CS資金（年 1,250 円/人）

および ASF 資金（年 250 円/人）を再開しました。

また、会員増強を図るために、今年度新たに設けられ

たエクステンション委員会関連費用も予算化されま

した。昨年度のクラブ事業評価会の報告が行われ、東

新部部長賞を東京クラブが受賞しました。細川部長

を中心に東京クラブが一体となって部大会の準備、

運営を担い、ロールバック・マラリアの重要性を広め

たことが評価されたものです。配布された部報第１

号をもとに、各事業主査、各クラブ会長の報告も行わ

れました。九州北部豪雨緊急支援献金として 21,444
円が集められました。当クラブからの出席は石田､小

野、田中､深尾､伊藤の 5 名でした。   （伊藤記） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東京多摩みなみワイズメンズクラブ東京多摩みなみワイズメンズクラブ東京多摩みなみワイズメンズクラブ東京多摩みなみワイズメンズクラブ 
会則会則会則会則 

 
当クラブの設立から 1 年経過しました。当クラ

ブの会則から第 2 条を抜粋して掲載いたします

ので、あらためて、クラブの目的や理念をご確認

ください。 
  
第 2条 目的・モットー・綱領 
第 1項 クラブは、国際憲法と東日本区定款の

精神と規定に基づき、互いに親しみ交わり、

力を合わせて国際協会の綱領と目的の達成を

めざす。 
第 2項 国際協会のモットーは「強い義務感を

持とう 義務はすべての権利に伴う」である。 
第 3項 国際協会の綱領は「イエスキリストの

教えに基づき、相互理解と敬愛の思いに結ば

れて、あらゆる信仰の人々が共に働く、世界

的友好団体であり、YMCA に対する忠誠心を

共にしつつ活発な奉仕活動を通じてリーダー

シップを開発、助長、供給して、全人類の為

よりよき世界を築くべく尽力するものであ

る。」である。 
第 4項 クラブの目的は、次のとおりである。 

A YMCA のためのサービスクラブとして

東京 YMCA の活動を支援する。 
B 多摩地域を始めとする地域社会に貢献

する。 
C 目的を共有する他の団体を支援する。 
D 市民的、国際的諸問題について、一党一

派に偏らない正義を追及する。 
E 宗教、市民、社会、経済、国際などの諸

問題について会員を啓発する。 
F 良い交友関係を深める。 
G 国際協会、アジア太平洋地域、東日本

区、東新部の事業を支援する。 
 
 

部役員就任式 
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アジア太平洋地域大会アジア太平洋地域大会アジア太平洋地域大会アジア太平洋地域大会参加参加参加参加報告報告報告報告 
アジア太平洋地域大会が 7月 21日（金）から 23日
（日）まで、タイのチェンマイで開催されました。昨

年 8 月にアジア地域と南太平洋地域が合併して初の

大会で、アジア地域大会から通算すると 27回目の地

域大会です。大会は 2年に 1度開催されます。今回

は約 300名の参加者でした。 
21日の午前中にはアジア太平洋地域議会が開催され

ました。アジア太平洋地域議会は地域内の各区（東・

西日本区、フィリピン、南東アジア、スリランカ、台

湾、オーストラリア）の理事を議決権者とするアジア

太平洋地域の最高議決機関で、年 1回開催されます。

私も次期アジア太平洋地域会長として出席いたしま

した。決算、予算、活動報告等各種の議案が審議され

ましたが、なかでも、2019 年に開催される第 28 回

アジア太平洋地域大会の開催地を仙台とすることが

決定されました。会期は 7月 19日（金）から 21日
（日）までです。主宰者はその折のアジア太平洋地域

会長の私であり、皆さんの大会の準備、運営へのご協

力を心からお願いいたします。 
大会は各区のバナー入場等のオープニングセレモニ

ーで始まり、基調講演はタイの教育副大臣による故

プミポン国王を偲ぶスピーチでした。その後の晩餐

会ではタイの民族舞踊が披露され、また恒例の各区

の出し物が披露されました。 

 2 日目の午前中は 5 つのフォーラムに分かれ、私は

ワイズと YMCA のパートナーシップについてのフ

ォーラムのパネリストを務めました。 
午後は 6 つのグループに分かれてのエクスカーショ

ン（遠足）で、私のグループは近隣の YMCAのエコ

に関する取り組みの視察でした。晩餐会の前には、私

の司式で 2 組の IBC(国際兄弟クラブ)締結式が行わ

れました。香港のクラブから、日本の新しくできたク

ラブと締結したいという希望も寄せられました。皆

で検討いたしましょう。晩餐会は、ユースコンボケー

ション（アジア太平洋地域の若者による会合）に参加

したユースを交え、遅くまで歌、踊りが続きました。 
3 日目は日曜礼拝ののち、ユースコンボケーション

の報告等が行われ、早速、仙台アジア太平洋地域大会

の PRも行いました。名残惜しい閉会式ののち、私た

ちは 18名のグループで、タイ最北の街のチェンライ

へ１泊旅行に出かけました。 
2019 年の仙台アジア太平洋地域大会の前には 2018
年 8月 9日(木)から 12日（日）まで韓国の麗水（ヨ

ス）で国際大会が開催されます。私のアジア太平洋地

域会長の就任式もここで行われます。ぜひご一緒し

ましょう。               (田中記) 

ぽんぽこ農園便りぽんぽこ農園便りぽんぽこ農園便りぽんぽこ農園便り 
～ぽんぽこ農園、いよいよ始動～ぽんぽこ農園、いよいよ始動～ぽんぽこ農園、いよいよ始動～ぽんぽこ農園、いよいよ始動！！！！ 
7 月号のブリテンで報告をしました

東京多摩みなみワイズメンズクラ

ブの CS活動「農園での作物栽培」

の準備が整いつつあります。ここで近況をご報告し

ます。 
まず、農園の名称ですが、7月の例会にて当クラブの

マスコット・キャラクターであるタヌキにちなんだ

「ぽんぽこ農園」に決定しました。これからはこう呼

んでください。 
次に、確定していなかった「ぽんぽこ農園」の場所で

すが、農村伝道神学校の農園の一番奥、中央通路左側

で、約 50㎡（6.5×8ｍ）に決定しました。 

 
現在は神学校の沼田先生に耕耘いただき、いつでも

農作業を始められる状況です。（写真参照） 

 
作付する作物についての候補を当クラブメンバーの

藤田さんに伺ったところ、これから秋口にかけて作

付け可能な作物は、白菜、大根、じゃがいも（秋作品

種で「デジマ」・「普賢丸」等）、キャベツ、ブロッコ

リー等だそうです。 
また、農機具については、鍬、草取り用具、土農具（耕

す機具）等は藤田さんがご用意いただけます。クラブ

では、ホースや農機具入れ等を購入予定です。 
8月にはスタートする予定です。はじめて、クラブ独

自で行う事業です。メンバーの皆様のご参加、ご協

力、よろしくお願いいたします。     （綿引記） 

ぽんぽこ農園 

耕耘済みの農地 東日本区の出し物 
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7777 月例会報告月例会報告月例会報告月例会報告    

例会の司会は初登板の小早川さん。聖句/お祈りは小

野さん。毎年 7 月例会は東新部部長の公式訪問で、

多くの東新部役員が随行され、賑やかな例会となり

ました。伊藤さんの部長としての挨拶の後は、伊藤さ

んの司式でクラブ役員の就任式が行われ、改めて、ワ

イズの役員に求められる資質の4つの I(Idealism（理

想を持つ）、Interest（興味を持つ）、Initiative(率先す

る）、Industry(労をいとわない)が強調されました。 

メンバースピーチは、深尾さんの「賢活してますか？～

家族の笑顔のために～」。市や多摩市社会福祉協議会

による資料を提示しながら、我々が活動する際、今まで

以上に地域社会へ応えることの必要性が説かれました。

加えて、介護生活が始まったことを背景として「賢（親）活」

と称し、積極的に身辺整理を行い、随時、最新の情報を

まとめておくことが、自らを支える家族たちの時間的、精

神的ロスを回避する道であると話されました。次の機会

には、クラブ皆でエンディングノートを開き、学びの場を

持ちたいとのことです。 

今月のワンポイントワイズは「YMCA のブランディング」

について田中から、10月に公表される日本のYMCAの

新しいロゴ、スローガンについての説明が行われました。

夕食は「和風オムライス」でした。        （田中記） 

《出席者》21 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、藤田、

綿引「メネット」：田中、藤田、「ビジター」：佐藤、

比奈地（東京）、伊丹、櫻井（東京むかで）、太田、小

川（東京世田谷）「ゲスト」：岩永ひさか 

7777 月役員会報告月役員会報告月役員会報告月役員会報告    

7 月 18 日（火）、18:30 から、ベルブ永山創作室にて 7 月

役員会が開催されました。8 月例会、9 月例会の計画、

農園についての相談のほか、昨年度の決算、今年度の

予算について審議が行われました。昨年度からの繰越

金は 459,145 円となりました。 

今年度は例会会場費を節約し、また、「ぽんぽこ農園」

等の CS 事業費を拡充します。         （田中記） 

《出席者》6 名：石田、小早川、真藤、田中、深尾、綿引 

    

「東京「東京「東京「東京 YMCAYMCAYMCAYMCA 夏祭り」に夏祭り」に夏祭り」に夏祭り」に出店出店出店出店します！します！します！します！    

8月 26日(土）に、東京 YMCA主催の「東京 YMCA
夏祭り」が、開催されます。場所は東陽町コミュニテ

ィセンターです。（東西線：東陽町駅徒歩 5分） 
当クラブは「YMCA奉仕、地域奉仕活動」を目的に、

昨年から模擬店を出店しています。今年も内容は、当

クラブにちなんだ「冷やしたぬきうどん」です。 
また、今年も東京 YMCA にほんご学院の留学生の

皆さんが、お手伝いに来てくださいます。 
夏祭りには、子供向けのプログラムもあります。お子

さん、お孫さんもどうぞお連れください。 
写真は昨年に初参加した時の様子です。   （綿引記） 
 

これからの予定これからの予定これからの予定これからの予定 

 
・8/14(月)：8月役員会 （ベルブ永山 4階学習室） 
・8/26(土)：東京 YMCA夏祭り（東陽町センター） 
・9/5(火)：9月例会 （ベルブ永山 3階講座室） 
・9/16(土)：東京 YMCA国際協力街頭募金（新宿駅） 
・9/19(火)：9月役員会 （ベルブ永山 4階学習室） 
・9/23（土）：東京 YMCAチャリティーラン（木場公園） 
 

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：ベルブ永山 多摩市永山 1-5  TEL 042-337-6111 

役員会（第 2 例会）第 3 火曜日 18:30～20:30 会場：ベルブ永山 
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 

＜お願い＞ 
 

� 新年度のクラブ会費をお支払いください。1
年分 48,000円または半年分 24,000円で

す。8月例会に持参いただくか、下記口座

にお振込みください。  
� YMCAの会員になられていない方はよろし

くお手続きください。東陽町の夏祭りの折

にも手続きできます。  
� 東京 YMCAでは九州北部豪雨被災者支援の

募金を行っています。ご協力ください。 

昨年の様子 

クラブ役員就任式 


