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1月号 

（第18号） 

今月の聖句 
わがたましいよ。主をほめ

たたえよ。私のうちにある

すべてのものよ。聖なる御

名をほめたたえよ。（詩篇

103 篇１節） 

今月の強調テーマ：IBC／DBC（国際兄弟クラブ／国内兄弟クラブ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

「新年に寄せて」 
あけましておめでとうございま

す。毎年 1 月 1 日の朝に、真っ青

な空を背景として、雪をかぶった

富士山を眺めると、心身ともに新

たになるとともに、日本人に生ま

れて良かったなと、つくづく思い

ます。 

東京多摩みなみクラブは、今年の

7 月でようやく 3 年目を迎えます。まだまだ、これ

から伸ばしていくクラブです。メンバーの増加、「ぽ

んぽこ農園」の活動、近隣エリアのクラブへの支援や

協力、YMCA やワイズの様々な行事への参加等、や

ることは目白押しです。私自身は縁あって、クラブ設

立時にメンバーとして入会させていただきました。

縁（えにし）とは、そのようなものだと思います。ク

ラブの成長に合わせて、自分も歩んできたと言って

も過言ではないと思います。諸先輩方がお持ちの多

くの知識・経験には、到底足元にも及びませんが、例

会や諸行事に出席して、学び、経験値を高めることに

よって、皆様方に早く追いつきたいと思います。私た

ちのクラブは、「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」、「多摩地域を

始めとする 地域社会に貢献する」の二つをスローガ

ンとしています。この活動を一歩でも実現できるよ

うに、私を含めたメンバーの総力で取り組み、前を向

いて、活動していきたいと思います。今年一年、よろ

しくお願いいたします。（安藤愼次） 
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 メンバー    11名 BF ファンド 

在籍14名  メーキャップ 0名 切手  407.12g (累計 407.12g) オークション      0円 

  出席率      77％ 現金(含書損ﾊｶﾞｷ等換金分) (今年度累計  19,206円) 

例会出席21名  メネット     2名        0円 (累計       円) スマイル        0円 

  ゲスト・ビジター 8名  (今年度累計   32,602円) 

1 月の Happy Birthday/Happy Anniversary 

＜誕生日＞ 

真藤広子(17 日) 

メネット：伊藤まゆみ(9 日)、石川祐子(26 日) 

＜結婚記念日＞ 

石川良一(30 日) 

 

1 月例会プログラム 
日時：1 月 9 日(火) 18:30～20:30 

会場：ベルブ永山 4 階学習室 

司会：真藤広子、受付：伊藤幾夫 

＊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 小野実 

＊ゲスト/ビジター紹介 会長 

＊会長挨拶 

＊夕食 

＊ゲストスピーチ：金原恵美 

「人は色によって内面も外見も元気にできる」 

＊ワンポイントワイズ：田中博之 

「IBC／DBC」 

＊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） 

＊スマイル献金 

＊YMCA の歌  一同  

＊閉会点鐘  会長 

 

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 



2 

 

12月クリスマス例会報告 
12 月 5（火）、18:30 から 12 月クリマス例会が恵泉

女学園大学学生ラウンジで開催されました。 

第 1 部は、クリスマス礼拝で、恵泉女学園大学チャ

ャプレンの宇野緑牧師から「わたしにも目を留めて

くださる」と題するメッセージをいただきました。

 
司会は綿引さん、奏楽は田中メネット。礼拝献金の

12,477 円は、東日本区・東日本大震災支援献金に捧

げられました。 

第 2 部は、簡略版の例会の後、すっかりお馴染みの

中村恵美さんの「ホワイトクリスマス」と「君をのせ

て」のミニコンサートで祝会がスタートしました。進

行は田中が務めました。 

真藤さんの音頭での乾杯に続いて、ケータリングの

料理を味わった後、東京コスモスクラブが主体とな

って毎月開催している「歌声ひろば」の体験版とし

て伊藤さんの進行で、「かあさんの歌」、「ふるさ

と」などの唱歌を大きな声で楽しみました。

「クリスマス Word 大ビンゴ大会」、「プレゼント交

換」賑やかにプログラムが続く中、名残を惜しみつ

つ定刻 20 時半にお開きとなりました。（田中記） 

《出席者》：「メンバー」11 名：安藤、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」2 名：田中、藤田、「ビジター」3 名：

佐藤、酢屋、谷治、「ゲスト」5 名：宇野緑、金原恵

美、中村恵美、長谷部美由紀、三井健 

12月役員会報告 
12 月 18 日（月）、18:30 から、ベルブ永山講座室に

て 12 月役員会が開催されました。 

1 月例会のプログラム、分担、2 月例会のプログラム

概要を決めたほか、クラブ会則の定めに則り、１月例

会に諮るべく、来期のクラブ役員候補者を選出しま

した。また、東日本区ワイズメネット委員会の活動の

ためにクラブ会計から 5,200 円の献金を行うことが

承認されました。 

役員会後には、近くの焼肉屋で、有志にて忘年会を開

催しました。               （田中記） 

 
《出席者》8 名：石田、伊藤、小早川、真藤、滝口、

深尾、綿引、安藤（忘年会のみ） 

 

公示：2018-2019年度・クラブ会長候補者 
氏名：深尾香子 

入会：2016 年 7 月 

主なワイズ歴： 

2016-2018 年クラブ会計 

職業：茶道教室主宰 

その他役職： 

多摩ボランティア・市民団体

支援センター登録団体連絡会

代表世話人 

 

 

 

《今月のゲストスピーカー》 

金原恵美さん 

 

色彩アートセラピスト 

色彩心理カウンセラー 

パーソナルカラーリスト 

 

幼稚園教諭として子供の教育に携わる内に、子供

達の描く絵に関心を持つ。自身も趣味でポーセレ

ンペインティングを描いていたことをきっかけ

に、色彩心理やパーソナルカラーなど、色彩に関

わる分野について幅広く追及。色彩心理やパーソ

ナルカラーのセミナー、ワークショップを多数開

催している。 

ミニコンサート 

クリスマス礼拝 

歌声ひろば 
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東日本区ワイズメネットのつどい参加報告 
11 月 25（土）、年に 1 度開催される、東日本区全体

のワイズメネット（ワイズメンバーの夫人）の集まり

が、横浜中央 YMCA で開催されました。来賓、ワイ

ズメンバーの男性の方々も含め、東日本区の各地か

ら 50 名の参加がありました。 

今回のメネットのつどいではメインプログラムとし

て、クイリング（Quilling）という、細い紙テープを

巻いたものをカード等に配置する中世ヨーロッパ発

祥の紙工芸についての講演とワークショップが行わ

れ、参加者全員がクリスマスカードの制作に挑戦し、

楽しいひとときを過ごしました。 

ワイズメネットは「ワイズの応援団」として各クラブ

の活動をサポートするほか、国際や国内の様々なメ

ネット独自のプロジェクトを行っています。特に各

YMCA の児童施設に絵本を贈る活動には、長期に亘

り継続して力を入れて取り組んでいて、今回の集ま

りでも「プチマルシェ」と称して、各参加者が地元の

お菓子などを持ち寄ってのバザーを開催し、この活

動の資金といたしました。 

ワイズメンズクラブの特長、伝統のひとつは家族を

含めての活動です。東京多摩みなみクラブでもより

多くのメネットの皆さんに例会や行事にご参加いた

だき、メネット活動が活発に行われていくことを期

待しています。          （田中直美記） 

《当クラブからの出席者》メネット：田中、メンバ

ー：田中 

ぽんぽこ農園便り 
11 月 22 日に我が「ぽんぽこ農園」の初収穫を終え、

翌日の東京 YMCA 西センター主催の「秋祭り」展示

即売会で丸々と太った無農薬の白菜、キャベツ、大

根、芋を初出荷したところ見事完売しました。これで

カラ元気ならぬ根拠のない自信が沸き、ポスト葉物

野菜にチャレンジしました。 

 
我がクラブの大先生である藤田メンの手厚いご指導

の下、今度は、何と玉ねぎ作りに挑戦することとな

り、11 月 29 日には無事作付け作業を終えることが

できました。さすがに、藤田先生にかかると、土起

こし、畝作り、混合肥料の散布、植え込みの線引き

作業、苗付け作業、霜よけのネット張りと一連の工

程を手際よくご指導いただき、素人集団がプロの職

人に早変わりしました。今回は、黄玉のソニックと

赤玉の湘南レッドの 2 種類を植え付けました。 

 
１週間後に覗いてみたら、霜よけのネットの下で元

気に目を出し、茎の成長が確認できたものの、ネット

の中は水浸し状態で、素人目には根腐れが気になり

ました。12 月 15 日に恐る恐る 2 回目のチェックに

行ったところ、「案ずるより産むが易し」で、根腐れ

もなく、ネットの下の玉ねぎは、元気いっぱい茎を伸

ばし、逞しく成長していました。200 球の収穫を見込

んでいますが、5 ヶ月先を今から指折り数えて待っ

ています。そんなに待ちきれないかもしれませんが、

辛抱強く待つしかないですね。(笑)     （石田記） 

 

楽しみです！ 

横浜 YMCA田口総主事挨拶 

ワークショップ 

記念撮影 

畝作り 

苗付け作業 
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ご案内：4部合同 EMCシンポジウム 
私たちワイズメンにとって「EMC」が最重要課題で

あるということを共に認識したいとの願いから、部

長主題として「Ｅ人(イーヒト)になろう！」を掲げま

した。東新部のみならず、東日本区すべての部におい

て「会員の減少」は深刻な課題となっています。 

今期東新部では、近隣の関東東部、あずさ部、湘南･

沖縄部と協力して、EMC シンポジウムを開催します。  

比較的ワイズ歴の浅い会員を各部からパネリストと

して推薦いただきました。「ワイズのことを理解して

もらい、入会していただくにはなにが必要か」につい

て発題していただき、私たちワイズメンが「気付き」

と「学び」の機会にしたいと願っています。 

多くのみなさんのご参加をお願いいたします。 

 

日時：2018 年 2 月 17 日(土) 13：30～16：30 

会場：東京 YMCA 山手センター 

会費：無料 

主催：東新部 

協力：関東東部、あずさ部、湘南･沖縄部 

協賛：東日本区、東日本区ＬＴ委員会  

                 （伊藤記） 

「BF使用済み切手」をご持参ください！ 
「無から有を生み出す」活動として「使用済み切手収

集」はもっともワイズ的な活動のひとつといえます。 

使用済み切手はお金に換金する『商品』ですので品質

管理は『厳重』に行わなければなりません。 

まず、切り方ですが、切手の周囲には必ず 3～5 ミリ

の余白を残してください。余白の残し過ぎは NG で

すのでご注意下さい。 

各クラブで集めた切手は、東新部国際･交流事業主査 

比奈地康晴さん(東京クラブ)へ 2 月 15 日までに送付

することになっています。1 月例会にぜひご持参く

ださい！（BF 担当：藤田智） 

これからの予定 
・1/13(土)：在京ワイズ合同新年会 

・1/23(火)：1 月役員会（曜日が変更になっています。） 

・2/6(火)：2 月例会 

・2/17(土)：「4 部合同 EMC シンポジウム」 

・2/19(月)：2 月役員会 

・3/3(土)－4(日)：東日本区次期クラブ会長・部役員

研修会（東山荘） 

 
＜お願い＞後期クラブ会費をお支払いください。 

分納の方は半期分の24,000円(広義会員は12,000円)

を 1 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 ニュース 
新年あけましておめでとうございます。12 月は

YMCAではクリスマスに関するイベントが各地で行

われました。ワイズメンズクラブの皆さんのご協力

に感謝申し上げます。 

■liby20 周年クリスマス／東陽町クリスマスオープ

ンハウス開催報告 

・ ・12 月 2 日（土）、「liby20 周年クリスマス」が山手

センターにて開催され、liby 参加者や運営委員、ワ

イズメンズクラブメンバー、職員など 42 名が集まり

ました。liby を長年にわたりサポートしている東京

たんぽぽＹサービスクラブに感謝状が送られました。 

・12 月 23 日（土）、東陽町センター全館を使用して

の最後のクリスマスオープンハウスが行われました。 

■新しい東陽町センターへ 

2017 年 12 月 29 日をもちまして東陽町ウエルネス

センター事業が終了しました。約 30 年にわたり地域

の方々の健康を支える働きをしてきました。今後は

ゴールドジムが事業を引き継ぎ、東京 YMCA は「キ

ッズウエルネス」としてプールとテニスを継続しま

す。さらに、東陽町コミュニティーセンターは東陽町

の学校部（社会体育・保育専門学校／TYiS／にほん

ご学院）と深く連携しながら、より地域に密着した運

動を展開していく予定です。 

■国際プログラム報告会・クリスマス祝会開催報告 

12 月 9 日（土）、「国際プログラム報告会・クリスマ

ス祝会」が東陽町センターにて開催され、会員、ユー

スリーダー、留学生、職員など約 70 名が集まりまし

た。持ち寄りによる各国料理を楽しみながらラテン

バンド演奏に耳を傾けたり、にほんご学院留学生が

各国の文化を紹介するなど、国際色豊かな会となり

ました。 

■第 12 回子育て講演会 

2018 年 1 月 27 日（日）、第 12 回子育て講演会が、

しののめ YMCA こども園を会場に開催されます。今

回はリオデジャネイロオリンピック競泳女子 200M

平泳ぎ金メダリストの金藤理絵氏から話を聞く機会

となります。 

■東京 YMCA 本部移転（2018 年１月 22 日から） 

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田 2 丁目 3 番 18 号 

  日本キリスト教会館 6 階 

       代表電話番号：03-6302-1960 

  fax 番号：03-6302- 1966 

※東京メトロ東西線早稲田駅徒歩 5 分 

■今後の主な予定 

・にほんご学院スピーチコンテスト 2 月 9 日（金）

（江東区文化センター） 

・liby チャリティーコンサート    3 月 3 日（土）

（日本基督教団阿佐ヶ谷教会） 

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 月曜日 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 


