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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 

東京多摩みなみワイズメンズクラブ 
chartered on 2016.7.17 

 

2018 年 
7月号 

（第 24号） 

今月の聖句 
「見よ、わたしは新しい事をな

す。やがてそれは起る、あなた

がたはそれを知らないのか。わ

たしは荒野に道を設け、砂漠に

川を流れさせる。」旧約聖書・

イザヤ書 43章 19節(口語訳) 

 

今月の強調テーマ：キックオフ、YMCAサービス、ASF、RBM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2本の柱をひとつに  
会長 深尾香子 

わがクラブは、3 年目にして初め

てクラブ会長が変わります。 

しかし、我がクラブのめざすとこ

ろに変わりはありません。準備会

の頃から、第一に「子ども」、そし

てこの地域の喫緊の課題として

「高齢者」にも目を向けよう。と

我々は声を揚げました。 

東京都下、高度経済成長期、高らかに「ニュータウ

ン」と名乗ったこのエリアは、今や逆ピラミッド型

の人口分布を描き、多くの問題を抱えています。と

はいうものの、その子ども世代が、車と人が安全に

行き来出来るよう造られた町並みや、豊かな緑に魅

力を感じ、彼らの子育ての場所と定めてＵターンす

る、あるいは全く縁は無いけれども、この環境を良

しとして移り住む人たちが少しずつ増えています。 

新しい活動を推し進めるには、仲間が増えることは

必須です。言葉で理解することが出来ても、心から

共感し、自分の誠意と熱意を持って伝えられるか否

か、自問自答しているのが現状です。この 2 年間は

一輪車で走って来た感じが否めず、ユースや YMCA

スタッフとも喜びを分かち合う機会も十分であった

とは言えません。これらの一つ一つを解決していく

ために、ワイズメンとしての奉仕の手立てを創り出

していきたいと考えています。 
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 メンバー    9名 BF ファンド 

在籍13名  メーキャップ 2名 切手    0g (累計 1829.01 g) オークション    0円 

 (内広義会員2名)  出席率   100％  (新年度も使用済み切手の収 (今年度累計   41,540円) 

例会出席15名  メネット    1名  集にご協力ください) スマイル      14,477円 

  ゲスト・ビジター5名  (今年度累計   75,984円) 

7 月の Happy Birthday/Happy Anniversary 

＜誕生日＞無し ＜結婚記念日＞無し 

7月例会プログラム 

日時：7 月 3 日(火) 18:30～20:30 

会場：ベルブ永山 3 階講座室 

司会：藤田 智、受付：綿引康司 

 

＊開会点鐘  深尾香子会長 

＊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 

＊クラブ役員就任式 

＊夕食 

＊クラブ会長所信表明   

主題「最愛の人と話そう」 

＊東新部部長公式訪問挨拶 神保伊和雄部長 
  主題「ワイズの楽しみは、今、そしてこれから」 

＊部役員ひとこと 

＊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 

（一人 1 品以上お持ち寄りください。） 

＊YMCA の歌  一同  

＊閉会点鐘  会長 

 

2018～2019年度 主題 
 

クラブ会長 深尾香子「最愛の人と話そう」 
 

東新部部長 神保伊和雄(東京むかで) 「ワイズの楽しみは、今、そしてこれから」 

東日本区理事 宮内友弥(東京武蔵野多摩) 「為せば、成る」 

アジア太平洋地域会長 田中博之(東京多摩みなみ)「Action!」 

国際会長 Moon Sang-bong(韓国)「私たちは変えられる」 

 

《クラブ役員》会長 深尾香子 副会長 真藤広子／伊藤幾夫 直前会長 石田孝次 

書記 小早川浩彦  副書記 田中博之 会計 綿引康司 担当主事 小野 実 



2 

 

6月例会報告 
6 月 5 日（火）、6 月例会がベルブ永山講座室にて開

催されました。司会は、田中が務めました。石田さ

んのクラブ会長として最後の開会点鐘、挨拶の後、

この１年間の全例会の写真を含め、クラブの年間活

動記録がパワーポイントで田中から紹介されました。 

夕食は、初メニューの豆腐・揚げ入りカレーで、父

の日のクッキーも添えられました。 

メンバースピーチは、滝口さんによる「私の地域活

動」。PTA の役員、多摩市青少協の役員としての永年

の活動の話および 7 月に当クラブしても参加する

「落合ふるさと夏祭り」の説明が行われました。 

東日本区大会の報告が行われ、また、大会会場で販

売したぽんぽこ農園の玉ねぎを出席者に頒布して、

スマイル献金に加えました。      （田中記） 

《出席者》：「メンバー」9 名：石川、石田、伊藤、

小早川、滝口､田中､深尾、藤田、綿引、「メネット」

1 名：田中、「ビジター」4 名：佐藤茂美（東京）、大

輪匡史、麻生由美子（東京武蔵野多摩）酢屋善元（東

京八王子）、「ゲスト」1 名：松本靖子、「メーキャッ

プ」2 名：小野（第 2 例会）、真藤（西日本区大会）  

6月第 2例会（役員会）報告 
6 月 18 日（月）、18:50 から、ベルブ永山講座室にて

6 月第 2 例会（役員会）が開催されました。 

7 月例会のプログラム、8 月納涼例会の日程を決めた

ほか、2018-2019 年度の予算案、「落合ふるさと夏祭

り」の企画、準備分担について相談しました。 

＜落合ふるさと夏祭り＞ 

販売品：プルコギドッグ、袋詰めジャガイモ 

クラブメンバー参加時間：7 月 21 日（土）：13:00～

19:00、22 日（日）：14:00～20:00 

なお、7 月から第 2 例会は、第 2 月曜日の 19 時から

開催することとなりました。        （田中記） 

《出席者》6 名：石田、伊藤、小野、小早川、滝口、

田中 

東京多摩みなみクラブ 新体制 
2018～2019 年度がスタートしました。わがクラブも

クラブ役員が新しい顔ぶれに変わりました。3 年目

となる年度、深尾会長のもと、活動のさらなる充実

を目指していきましょう。また、新しい仲間も増や

しましょう。深尾会長を全員でバックアップしてい

きましょう。             （伊藤記） 

【会則で定めるクラブ役員】 

 

 

 

 

 

 

 

 
会長 深尾香子   副会長 真藤広子   副会長 伊藤幾夫 

 

 

 

 

 

 

 

 
 書記 小早川浩彦  会計 綿引康司    直前会長 石田孝次 

【その他の役職】 

副書記：田中博之 

担当主事：小野 実 

幹事：石田孝次 

ブリテン担当：伊藤幾夫 

BF 担当：藤田 智 

CS・ぽんぽこ農園担当：滝口恵子 

 

町田地域新クラブ 準備例会に活気！ 
6 月 20 日（水）、18:30 から、まちだ中央公民館 7

階和室にて、町田地域新クラブ第 3 回準備例会が開

催されました。出席者は 18 名、内会員候補は 5 名で

した。（今回は当初、会員候補者出席は 7 名が予定さ

れていました。）会員候補者の人数も徐々に増えてき

ており、次回 7 月 18 日(水)は 2 桁になるようにがん

ばることを確認しました。準備例会での意見交換も

活発で、候補者からは、次回は友人を連れてきたい

という声も聞かれました。楽しみです。 （伊藤記） 

東京まちだ・東京コスモスクラブ最後の例会 
6 月 23 日（土）、18:30 から、町田市民フォーラムで、東

京まちだクラブ、東京コスモスクラブが最後の例会を「合

同例会」の形で開催し、私も出席してきました。 

両クラブはわがクラブの親クラブです。2 年前、東京まち

だクラブは 25 周年、東京コスモスクラブは 20 周年の記

念事業として、東京多摩みなみクラブをスポンサーしまし

た。私たちの“親”の名前は変わりますが、7月からは「東

京町田コスモスクラブ」としてスタートします。 （伊藤記） 

夕食 

メンバースピーチ 
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東日本区大会沼津に 480名集う 
東京多摩みなみ多数受賞！ 

6/2(土)、3(土)の 2 日間、沼津プラサヴェルデにて、第

21回東日本区大会が 480名の参加者のもと、盛大に開

催されました。当クラブからは石田、伊藤、小早川、田中

夫妻、深尾、綿引の 7名が出席しました。 

今大会のスローガンは「富士山のように高く」です。大会

は、沼津市、沼津商工会議所、静岡県東部地域コンベ

ンションビューローなど地元の強力なバックアップも得、

ホストクラブの沼津クラブと富士山部全クラブが一丸とな

って盛り上げた、素晴らしい大会となりました。 

大会冒頭でのバナーセレモニーには、東新部部長の伊

藤を先頭に石田会長も堂々と登壇しました。 

 
栗本理事の開会宣言・点鐘、大村実行委員長の歓迎挨

拶、来賓の頼重沼津市長、神﨑日本 YMCA 同盟総主

事、わがクラブ田中アジア太平洋地域次期会長そして

大野西日本区理事の祝辞がありました。続いて行われ

たメモリアルアワーでは、１年間に召天された方々を偲

びました。 

その後の東日本区アワーⅠでは、理事、部長、東日本

大震災・九州北部豪雨支援活動等の報告がなされまし

た。私（伊藤）も東新部部長のほぼ最後の務めとして 1

年間の報告を行いました。 

16 時 40 分からは、記念講演として「幸せはいつも自分

でつかむ」と題して、1992 年のバルセロナオリンピックで

平泳ぎ 200ｍの金メダリスト岩崎恭子さんの講演があり、

前向きな生き方に感動と元気をもらいました。 

18 時半からは一堂に会しての晩餐会。今回は、各部自

慢のパフォーマンスがあり、東新部ではステージで「東

新部の歌」を一同が暗譜（歌詞をもたずに）で合唱を披

露しました。 

今回、わがクラブは、初めて販売ブースを設けて、ぽん

ぽこ農園で収穫した玉ねぎを販売しました。用意した約

150 個（1 個 50 円）はあっと言う間に完売しました。売り

上げの半分4,000円を東日本大震災復興支援に献金し、

大会のプログラムの中で壇上に上がり、栗本理事に贈呈

いたしました。 

翌朝は、聖日礼拝でスタート。席上献金は、東日本大震

災復興支援へ捧げられました。 

東日本区アワーⅡでは、表彰式、役員引継式が行われ

ました。わがクラブは、「CS 献金達成賞」、「年賀切手収

集協力賞」、「ASF 献金達成賞」、「FF 献金達成賞」、

｢BF 献金達成賞｣、｢BF 使用済み切手収集協力賞｣、

「ロールバック・マラリア献金達成賞」、「国際・交流事業

グランドスラム賞」、「YES 達成賞」そして東日本区トップ

の成績の「TOF部門MVP賞」の合計 10の賞を受賞し

ました。 

今年度は、「最優秀クラブ」を目指して活動を行い、また、

2019 年 6月 1日（土）、2日（日）に開催される国際オリ

ンピック記念青少年総合センターでの東日本区大会に

はぜひ全員で参加したいものです。      （伊藤記） 

 

西日本区大会参加 
沼津での東日本区大会の翌週、6 月 9 日（土）、10

日（日）、新神戸駅前の ANA クラウンプラザホテル

神戸で西日本区大会が開催され、真藤さんと私とが

参加してきました。この大会は、当クラブにもお馴

染みの宝塚クラブがホストクラブの中心となり、実

行委員長を同クラブの石田由美子さんが務められま

した。 

参加人数は 766 名でいつもながらの迫力でした。 

私は、次期アジア太平洋地域会長として、祝辞、IBC

締結式立ち合い、仙台・アジア太平洋地域大会のア

ピールを行ってきました。       （田中記） 

夕食懇親会 
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ぽんぽこ農園だより ジャガイモ 550個  
6 月中旬に入り、玉ねぎの次なる期待の星、ジャガ

イモ 3 品種（きたあかり、メイクイーン、男爵）の

収穫時期を梅雨時のため週間天気予報をチェックし

ながら収穫日を決め、作業の参加者を募り、落ち着

かない日々でしたが、梅雨の晴れ間の間隙を縫って 6

月 22 日金曜日に 4 名（滝口、井上、助っ人の佐々木

さん、石田）で無事収穫を終えることができ、望外

の 550 個もの収穫となりました。 

今回も佐々木さんに応援をいただき、畑の周りの雑

草取りまでしていただき、おまけに風雨で朽ちかけ

ていたぽんぽこ農園の自慢の看板の修理までしても

らいました。本当にご苦労様でした。炎天下、蒸し

暑さの中、熱中症に気をつけながらの作業でしたが、

段ボール 6 箱分、ずっしり重さを実感できる大豊作

となりました。 

収穫したジャガイモは、7 月 21 日、22 日に地元落合

の夏祭りで販売する予定です。その前に、7 月 3 日

の例会に初物をいくつか持参して、みなさんに見て

いただきたいと思います。お楽しみに。採れたジャ

ガイモは、どれも粒ぞろいで味も良さそうです。 

次の作付けは、サツマイモと里芋が予定されていま

すが、東京 YMCA の夏祭りの冷やしたぬきうどんの

トッピング野菜としてミニトマト、きゅうりの声も

挙がっています。また、藤田さんのアドバイスをい

ただきながら進めていきましょう。   （石田記） 

これからの予定 
・7/9(月)：7月第 2例会（役員会） 

 （ベルブ永山3階講座室） 

・7/11(水)：東新部役員会 （東陽町センター） 

・7/14(土)：東新部評議会 （東京 YMCA本部 

（西早稲田）） 

・7/21(土)､22(日)：落合ふるさと夏祭り（出店） 

・8/7 (火)：8月納涼例会 （ベルブ永山） 

例会＋懇親会です。 

・8/9(木)～12(日)：国際大会（韓国・麗水） 

・8/13(月)：8月第 2例会（役員会） （ベルブ永山） 

・8/25(土)：東京 YMCA夏まつり（東陽町センター） 

 

 

 

 

YMCAニュース 
2018 年 7 月の東京 YMCA ニュースをお知らせいた

します。 

◼ 第 16 回会員大会 

5 月 26 日、「第 16 回会員大会」が東陽町センターで

開催され、会員、職員、ボランティアリーダーなど

計 115 名が集いました。ボランティアリーダーによ

る活動報告や歌もあり、良い交流の時となりました。 

◼ 山手会館耐震補強工事 

山手会館は、耐震補強工事と館内リニューアルのた

め、7 月中旬から段階的に改修工事を実施します。

地下プールは7月中旬から 8月下旬まで工事が入り、

9 月に再開予定。国際ホテル専門学校、高等学院、

山手コミュニティーセンター主催の各種活動、山手

学舎は、9 月から 2019 年 3 月まで、それぞれの移転

先で事業を継続します。 

◼ 世界 YMCA 大会 

 7 月 8 日～14 日（タイ・チェンマイ） 

◼ 東京―北京 YMCA 国際交流サマーキャンプ 

 7 月 19 日～23 日（山中湖センター） 

◼ キッズワールドカップ in 韓国 8 月 6 日～10 日 

◼ 国際協力一斉街頭募金 9 月 15 日（新宿駅周辺） 

◼ 第 32 回インターナショナル・チャリティーラン 

 9 月 23 日（都立木場公園） 

◼ モンゴル・ネパール出張報告 

人口よりも羊の数が多い国、モンゴル。広大な国土

に人口は 300 万人。人口密度は 1km 四方に 2 人（日

本は 341 人）です。さらに、国土に占める水面率は

0.6%と、圧倒的に大地が広がる国です。当然、食事

に魚介類はほとんどなく、肉が主食になります。 

実際に滞在してみると、どこのレストランでもメニ

ューは肉、肉!、肉!!、肉!!! 羊、バッファロー、牛、

豚などがありますが、圧倒的に羊が主流です。来月

はネパールの食事をお伝えします。 

              （担当主事：小野実） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

連絡先：〒206-0824 稲城市若葉台 4-33-3-203 小早川浩彦 (携帯) 090-9347-7906 

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 

第 2 例会（役員会）第 2 月曜日 19:00～21:00 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(7 月中) 

＜お願い＞ 
 

⚫ 新年度のクラブ会費の納入をお願いします。 

1 年分 48,000 円または半年分 24,000 円で

す。東日本区ハンドブック&ロースター代金

（1,700 円）と併せて 7 月例会に持参いただ

くか、下記口座にお振込みください。（口座

は 8 月に変更される予定です。）  

⚫ 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。 

 （会計：綿引康司） 


