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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 
8月号 

（第25号） 

今月の聖句 
 
「平和を実現する人々は、幸
いである。その人たちは神の
子と呼ばれる」新約聖書 

マタイによる福音書 5 章 9 節 

 

今月の強調テーマ：CS(Community Service：地域奉仕) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部長は終えても、Ｅ人は続く  
伊藤幾夫 

昨年度は東新部部長として、クラ

ブのみなさんに支えていただき、

無事に務めを果たすことができま

した。ありがとうございました。ク

ラブ発足 2 年目にして、東新部の

キャビネット・クラブとなり、何が

なんだかわからない状況だったか

もしれません。にもかかわらず、文

句のひとつも言うことなく（能天気の私に聞こえな

かっただけかもしれませんが）、みなさんはたいへん

協力的でした。とくに、部書記の田中さん（田中さん

は、前の年度も部書記でしたので、2 年連続。こんな

前例は聞いたことがありません）と部会計の石田さ

ん（石田さんは 2 年目のクラブ会長を務めながら。

これもめったにありません）には、本当にお世話にな

りました。お二人だけでなく、多摩みなみクラブのメ

ンバーには、部評議会や部大会などの部イベントで、

本来は部役員が当たるべき準備、片付けなどを快く

引き受けてくれました。感謝のことばもありません。

これからは、クラブのために力を尽くしていきたい

と考えています。 
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 メンバー    10名 BF ファンド 

在籍13名  メーキャップ 2名 切手    0g (累計     0 g) オークション 8,100円 

 (内広義会員1名)  出席率   100％  (新年度も使用済み切手の収 (今年度累計   8,100円) 

例会出席21名  メネット    1名  集にご協力ください) スマイル       0円 

  ゲスト・ビジター10名  (今年度累計     0円) 

8月例会プログラム 

日時：8 月 7 日(火) 18:30～21:30 

【第 1 部】例会 18:30～19:15 

会場：ベルブ永山 3 階講座室 

司会：綿引康司  受付：安藤慎次  

 

＊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 藤田 智 

＊ゲスト/ビジター紹介 会長 

＊会長挨拶 

＊会計報告 

 ①2017-2018 年度決算案    

    ②2018-2019 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】納涼会 19:30～21:30 

     会場：銀蔵（永山駅徒歩 1 分） 

     会費：3,800 円（クラブメンバー、メ

ネットは、クラブ会計から補

助あり） 

メネットやお友達を誘って、是非ご参加ください！  

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 

8 月の Happy Birthday / Happy Anniversary 

《誕生日》小野 実（19 日） 

《結婚記念日》該当者なし 
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７月例会報告 
7 月 5 日（火）、7 月例会がベルブ永山 3 階講座室に

て開催されました。司会は藤田さん、聖句は田中さ

ん。新年度初めての例会には、東新部神保部長が公式

訪問され、東新部から役員 6 名の随行者もあり、賑

やかな例会となりました。例会はクラブ役員の就任

式から始まり、神保部長の式辞に従って新役員が宣

誓を実施。役員バッジを引継ぎました。そして深尾新

会長が「最愛の人と話そう」を主題とした所信表明を

行いました。 

ちらし寿司の夕食後は、神保部長の公式訪問の挨拶。

主題は「ワイズの楽しみは、今、そしてこれから」。

部役員からも一言ずついただきました。また、アジア

太平洋地域会長の田中さんから、同地域の現状と、仙

台アジア太平洋地域大会のアピールが行われました。

今年度初の「オークション」も行われ、定刻より少し

遅めの閉会となり、その後、近くの居酒屋で二次会を

開催いたしました。（小早川記） 

《出席者》21 名：「メンバー」：安藤、石田、伊藤、

小野、小早川、滝口、田中、深尾、藤田、綿引、「メ

ネット」：田中、「ゲスト」：松本靖子、谷治英俊、佐々

木清勝、「ビジター」：神保、伊丹、城井、櫻井（東京

むかで）、佐藤（東京）、村野（東京世田谷）、松香 

（東京町田コスモス）、「メーキャップ」：石川、真藤 

７月役員会報告 
7 月 17 日（月）19:00 から、ベルブ永山 3 階講座室

にて 7 月役員会が開催されました。昨年度の決算、

今年度の予算案の説明が行われ、承認されたほか、8

月納涼例会のプログラム、懇親会会場、9 月例会のゲ

ストスピーカー、落合ふるさと夏祭り、東京 YMCA

夏まつりの分担が確認され、また、東新部評議会の報

告も行われました。10 月の東新部部大会にて、10 分

間のプレゼンテーションで当クラブを紹介するため

の検討・準備を今後進めていきます。（小早川記） 

《出席者》7 名：石田、伊藤、小早川、滝口、田中、

深尾、綿引 

第 1回東新部評議会参加報告 
7 月 14 日（土）、第 1 回の東新部評議会が東京 YMCA

本部事務局で開催されました。出席者は 26 名。当

クラブからは伊藤、田中、深尾、小早川の 4 名が参

加しました。評議会では最初に部長引継式が行われ、

伊藤直前部長から、神保部長に部長バッジ、部旗およ

び部長印の引継ぎがなされました。 

また、来賓としてアジア太平洋地域会長の田中さん

が、同地域の現状と仙台アジア太平洋地域大会を説

明し、更に主題である「Action!」、スローガンの「誇

りと喜びを持って」を紹介されました。 

各クラブの活動方針紹介では、深尾さんが当クラブ

の今年度の方針として、地域に根ざした活動に積極

的に取り組みたい旨と、YMCA との関係性を強化し

ていきたいという点を話されました。 

今回の評議会参加により、当クラブが東新部、東日本

区の一員であることを再認識しました。また、ぽんぽ

こ農園の活動が、他クラブから評価されていること

も知りました。当クラブがこれから何をできるのか、

あらためて考えていきたいです。（小早川記） 

活動方針報告 

アジア太平洋地域会長スピーチ 

新役員勢揃い 

 

部長引継 

 

二次会  
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落合ふるさと夏祭りに初出店 大盛況！ 
7 月 21 日(土)と 21 日(日)の両日、地元多摩市落合の

ふるさと夏祭りにクラブとして初めて出店参加しま

した。落合の住人である滝口さんの計らいで、1 ブー

スを借り、ぽんぽこ農園玉ねぎ入りカルビドックと

ぽんぽこ農園じゃがいもを販売いたしました。 

炎天下の酷暑真っ盛りの厳しい環境下でしたが、ク

ラブからは、多くのメンバーが駆けつけ（深尾会長は

じめ、田中夫妻、伊藤、小早川、綿引、滝口、藤田、

井上、石川、真藤、石田、助っ人の佐々木、峰岸、東

京武蔵野多摩クラブの麻生、大輪（敬称略））、炭火の

熱さと上空からの直射日光の暑さに耐え、熱中症と

闘いながら満足のゆく結果が出せたことは大きな喜

びだと思います。また、地元コミュニティーとのふれ

あいと確かなる手ごたえを実感し、みんなで達成感

を味わうことができました。灼熱の暑さに耐え、目新

しいカルビドックがどこまで浸透できるか、いささ

か冒険ではありました。スタート直後は、思うように

売れず、大苦戦で目の前が真っ暗になるくらい落ち

込みました。日が沈み始めると、うその様に涼しい風

が幸運を運んでくれました。特に、2 日目は、何度も

販売の波が押し寄せ、来店者との丁々発止のやり取

りで結構盛り上がったり、食べたお客さんの評判も

口コミで広がるなど老若男女を問わず広い層から支

持をいただき、両日で約 350 本（推定売上高 7 万円）

を売上げることができました。アイデアとチームワ

ークで掴んだぽんぽこ農園に次ぐ独自の地域ボラン

ティア活動の第 2 弾を飾る大きなイベントとなりま

した。苦しかったですが、今後の自クラブの独自のボ

ランティア活動の試金石となる内容だったと思いま

す。                        （石田記） 

クラブ会費の用いられ方 
私たちは、毎月 4,000 円、年間で 48,000 円をクラブ

会費として納めています。今回は、そのクラブ会費か

ら、部（東新部）、区（東日本区）、地域（アジア太平

洋地域）そして国際協会に納入されているそれぞれ

の会費等について、その金額や使途についてご説明

いたします。（金額は一人当たり） 

＜東新部＞ 

部費：3,600 円 (評議会開催費用、部大会開催補助、

印刷費等) 

CS・ASF 資金：1,500 円（CS 事業、ASF 事業補助

金等） 

＜東日本区＞ 

区費：9,920 円（区費にはアジア太平洋地域会費、国

際協会会費も含まれていて、合計 15,000 円を納めて

いますが、そのふたつを除く金額です。（区事務所運

営費用、区役員会等開催費用、区としての事業費用、

部活動・区大会開催補助金、印刷費等 ） 

＜アジア太平洋地域＞ 

地域会費：660 円（地域事務所（香港）運営費用、次

期理事研修会・地域議会開催費用、地域役員交通費補

助等） 

自然災害緊急支援基金：220 円（地域内の自然災害時

の緊急支援金。西日本豪雨災害へもここから支援が

行われる予定です。） 

＜国際協会＞ 

国際協会会費：4,200 円 （国際本部（ジュネーブ）、

サテライトオフィス（タイ・チェンマイ）運営費用、

国際議会開催費用、国際事業費用等） 

これらを合計するとクラブ会費 48,000 円の内

20,100 円が部、区、地域、国際協会への納付金とな

ります。残りの 27,900 円で例会運営、CS・Y サ事

業、東日本区への各種献金等を行っています。 

             （田中記） 

ぽんぽこ農園便り 
7 月 14 日（土）、里芋・サツマイモ・キュウリを植え

つけました。キュウリは 8 月の東京 YMCA 夏まつり

前に収穫を予定し、冷やしたぬきうどんの具とする

予定。次回は、8 月下旬から 9 月頃に、秋野菜(キャ

ベツ・白菜・大根)の植え付け予定です。参加者：真

藤、滝口、藤田（ゲスト：佐々木）  （滝口記） 

 

初日、販売開始前 

２日目、カルビドッグ完売の瞬間

地域会長スピーチ 
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今年も「東京ＹＭＣＡ夏まつり」に出店します！ 
今年も 8 月 25 日（土）に、恒例の東京 YMCA 夏ま

つりが東陽町センターにて開催されます。 

同センターは改装され、昨年までの会場であった

「Well-B」は YMCA ホールとなり、若干狭くなりま

したが、昨年とほぼ変わらない出店が想定されてい

ます。 

わが東京多摩みなみワイズメンズクラブも例年どお

り「冷やしたぬきうどん」を出店予定です。3 年目と

なりましたので、段取りよく、より美味しいものを提

供しましょう。また小野担当主事の尽力により今年

も日本語学院の生徒さんにお手伝いいただきます。

併せて、サポートクラブとして西東京センターの「焼

きトウモロコシ」販売にも協力をします。 

今年も張り切っていきましょう!    （綿引記） 

会費納入のお願い 
ワイズメンズクラブは 7 月から新年度となりました

ので、会費の納入をお願いいたします。 

半年分（24,000 円）または 1 年分（48,000 円）を納

めて下さい。併せて東日本区ハンドブック＆ロース

ター代（1,700 円）もお願いします。 

振込口座はこれまでと変わらず、以下のとおりです。 

【多摩信用金庫 桜ヶ丘支店 普通預金 0251660 

東京多摩みなみワイズメンズクラブ】（会計：綿引記） 

これからの予定 
・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） 

・9/4(火)：9月例会 （ベルブ永山） 

・9/7(金)～9(日)：ユースボランティア・リーダーズ 

         フォーラム（東京YMCA山中湖センター） 

・9/10(月)：9月第 2例会(役員会)（ベルブ永山）） 

《注意》今年度から、クラブ第 2 例会（役員会）は第 2 月

曜日 19:00 に開会することになりました。19:00 開始へ

の変更は、クラブメンバーが勤務の関係で集まりやすい

時刻としたためです。第 2月曜日への変更は、次月の例

会の準備に時間的余裕を持たせるためです。（これまで

は第 3 月曜日 18:30 開会でした）。お間違えのないよう

にお願いします。                     

アジア太平洋地域会長 動き出す！ 
わがクラブの田中博之さんは、2018年 7月から 2020

年 6 月までの 2 年間、アジア太平洋地域会長および

同地域選出の国際議員を務めます。 

主題は「Action!」、スローガンは「誇りと喜びを持っ

て」です。8/9(木)開会の国際大会（韓国麗水）に先立

って開会される国際議会に向けて、8/3(金)に出発の

予定です。クラブとして、支援のエールを送りましょ

う。                 （伊藤記） 

 

 

 

 

YMCAニュース 
8 月の東京 YMCA ニュースをお知らせいたします。 

■ 西日本豪雨災害支援活動開始 

西日本を中心とした「平成 30 年 7 月豪雨」による被

災者の皆様へ、全国 YMCA のネットワークや特性を

活かした 支援活動を中長期的に展開してまいりま

す。皆さまのご支援をお願い申しあげます。 

（支援献金は、ワイズの皆さまは、クラブでとりまと

めて東日本区会計口座に送金ください。また、個人等

で YMCA 同盟口座に直接送金された方は、金額を、

クラブを通じて東日本区事務所に報告してくださ

い。） 

■ 世界 YMCA 大会 

7 月 8 日～14 日、タイ・チェンマイにて開催されま

した。東京 YMCA からは 6 名が参加しました。 

■ キッズワールドカップ in 韓国 8 月 6 日～10 日 

■ 東京 YMCA 夏まつり 8 月 25 日（別掲参照） 

■ 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 

先月はモンゴルで肉料理、特に羊が中心に食されて

いることをお伝えしました。今月はネパール編をお

伝えします。まず、ネパールという国の背景を説明し

ます。ネパールは世界で唯一“四角くない”国旗の国

です。世界一高いエベレスト山の登山口はネパール

にあり、世界中の登山・観光客が訪れます。標高上位

10の山々のうち 7つはネパールにあります。そして、

有名なのは、ネパールは釈迦の出身国でもあるので

す（生誕地ルンビニはネパールにあります）。北に中

国、南にインドという大国に挟まれながらも多民族

国家で独自の文化を形成してきました。タカリ族は

料理が上手な民族として有名で、タカリ・レストラン

は首都カトマンズの街中至るところにあります。も

っともポピュラーなメニューが「ダルバート」という

ワンプレートの料理です。メインはカレーでプレー

トの上にワンカップの別の器に盛られてきます。ご

飯とその周りには付け合わせが 3～４種類盛り付け

られて提供されます。今でもネパールでは手で食事

する人が多く、特にダルバートは手で食べる人がほ

とんどです。プレートの上で好みの味になるよう混

ぜ合わせて食べます。カレールー以外はすべてお替

わり自由で、ウェイターを呼べばいくらでも盛り付

けてもらえます。ただ、それは“食べ放題”でお腹い

っぱい食べるのではなく“自分に必要な量を必要な

だけ食べる”ので残す人はほとんどいません。味付け

はインドやスリランカほど辛くないので、辛さが苦

手な方もぜひチャレンジしてみてください。 

          （小野記） 

 
 

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 


