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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 
10月号 

（第27号） 

今月の聖句 
 
「自分自身を愛するように
隣人を愛しなさい。」 
旧約聖書レビ記 19 章 18 節 

 
   今月の強調テーマ： EMC/E （Extension Membership & Conservation の内の Extension） 
                     YES ( Y’s Extension Support )  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最近感じること 
 

3 年前、素晴らしい活動をされて
いる、宝塚クラブの石田由美子さ
んから、｢多摩に Y's メンズクラ
ブを設立するから｣とお誘いを受
けて参加した。YMCA のキャン
プリーダーの経験者でもなく、内
容を理解しているような、してい
ないような、曖昧なままの参加だ

った。しかし、Y's は YMCA をサポートする位置付
けであり、その YMCA は｢元々キリスト教を基盤と
しながらも、宗教の違いを超え、又国家や人種、年齢、
性別の違いを超えた組織となることをモットーにし
ている｣(ホームページより)ことを理解出来た。又、
根底には｢クリスチャニティ｣の心、マインドを持ち
つつ、各地域でボランティア活動を実践していく組
織である、と認識できた。 

｢クリスチャニティ｣を表す的確な日本語は見当たら
ないが、私は、愛情、包容力、優しさなどを備えた心、
マインドであると思っている。この思いを共有して
活動することこそ、Y's メンズクラブの意とすること
である。個人の独断や否定、押し付けの圧力等は全く
無用であるどころか、あってはならないと思ってい
る。組織のリーダーは、全てのメンバー一人一人の意
見や思いを引き出せる雰囲気作りをしていただきた
い。3 年目にはメンバーも増え……と夢を抱いたが、
現実は厳しい。｢問題点は何か？｣真剣に考えていき
たい。               （真藤広子） 
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 メンバー    11名 BF ファンド 

在籍13名  メーキャップ 0名 切手    0g (累計     0 g) オークション11,050円 

 (内広義会員1名)  出席率     92％  (新年度も使用済み切手の収 (今年度累計  19,150円) 

例会出席11名  メネット    1名  集にご協力ください) スマイル    12,450円 

  ゲスト・ビジター0名  (今年度累計  18,550円) 

10 月例会プログラム 

日時：10 月 2 日(火) 18:30～20:30 

会場：ベルブ永山 3 階講座室 

司会：石田孝次  受付：伊藤幾夫  

＊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 綿引康司 

＊ゲスト/ビジター紹介 会長 

＊会長挨拶 

＊夕食 

＊今月のスピーチ 

紙芝居使せんべい 森 真澄さん 

             「いまだからこそ、紙芝居！」 

＊東新部部大会でのプレ発表 会長 

＊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 

 

（スピーカー森真澄さんのご紹介は 2 面に掲載）  

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 

10 月の Happy Birthday / Happy Anniversary 

《誕生日》綿引康司(14 日) 

《結婚記念日》該当者なし 
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9 月例会報告 
9 月 4 日（火）、9 月例会がベルブ永山 3 階講座室に

て開催されました。司会は伊藤さん（前半）安藤さん

（後半）、聖句は田中さん。当日は台風が接近してお

り、豪雨の中での開催となりました。夕食はオムライ

スでした。 

メンバースピーチは、国際議員、アジア太平洋地域会

長である田中さんから 8 月上旬に開催された韓国・

麗水（ヨス）での国際議会、アジア太平洋地域議会、

国際大会等の報告がパワーポイントで行われました。

現地の風景、参加者 3,000 人の国際大会の様子等、

大変興味深い話で、また、仙台でのアジア太平洋地域

大会に向けての参考ともなりました。 

 
お土産として、田中さんが現地で求められたチャー

ターメンバー用のループタイが皆に配られました。

今月のスマイル献金は、西日本豪雨災害復興支援に

捧げるべく、12,450 円を集めました。今年度 2 回目

のオークションも開催した後、台風による交通機関

への影響を考慮し、定刻より少し早めの閉会となり

ました。              （小早川記） 

 
《出席者》12 名：「メンバー」：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」：田中 

9 月役員会報告 
9 月 10 日（月）19:00 から、ベルブ永山 4 階研修室

にて 9 月役員会が開催されました。10 月例会のプロ

グラムおよびゲストスピーカーの確認、会計報告、東

京 YMCA 夏まつりの振り返り、クラブ活動費増に向

けたディスカッション、10 月の東新部部大会にて当

クラブをアピールするプレゼンテーション案の提示

などが行われました。        （小早川記） 

《出席者》7 名：石田、伊藤、小早川、真藤、田中、

深尾、綿引 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

ぽんぽこ農園だより 
11 月 4 日(日)の東京 YMCA 西東京センター主催の秋

まつりに備え、ぽんぽこ農園としては第4弾目となる栽培

にチャレンジしました。藤田さんの指導の下、伊藤さん、

井上さん、友情参加の佐々木さん、石田の 5 人で 8 月

29 日(水)に大根、白菜、キャベツの作付け作業を無事

済ませ、9月 5日(水)と 12日(水)の 2回にわたり大根の

間引き作業、防虫ネット張り作業、防虫剤散布作業を行

いました。昨年に比べ多少なりとも学習効果ときめ細か

なメンテナンス作業の甲斐あって、今のところ苗の根腐

れはほとんどなく順調に育っています。白菜の葉っぱは、

害虫にとってもとても美味しい食べ物らしく、若葉の被害

は甚大ですが、万全の防虫対策で 11 月 4 日までに大

きく味の良い逸品に育ってくれることを願っています。 

（石田記） 

 

オークション 

 

国際大会等の報告 

今月のゲスト スピーカー 

紙芝居使せんべい  森 真澄さん 

 
 

「いまだからこそ、紙芝居！」 

東京都三鷹市出身、プロ紙芝居師養成オーディ

ションで見た紙芝居師ヤッサンの口演に衝撃を

受け弟子入り。福祉職として長年勤めていた法

人を辞めて、紙芝居師としての未知なる道を歩

き始めました。昭和の街角で人気だったという

自転車でやってくる街頭紙芝居。全盛期には 5

万人もいたと言われる紙芝居師は、今はほとん

どいなくなりました。そんな中で「プロ紙芝居

師」と名乗り、紙芝居を使って「大切なこと」

を伝えようとしています。最新作「もう一度笑

顔になりたい」は成年後見制度の啓発紙芝居で

す。これからこの紙芝居を全国にお伝えしてい

きます。 

 

 

 

 

「いまだからこそ、紙芝居！」 

紙芝居使せんべい、東京都三鷹市出身、プロ紙

芝居師養成オーディションで見た紙芝居師ヤッ

サンの口演に衝撃を受け弟子入り。福祉職とし

て長年勤めていた法人を辞めて、紙芝居師とし

ての未知なる道を歩き始めました。昭和の街角

で人気だったという自転車でやってくる街頭紙

芝居。全盛期には 5万人もいたと言われる紙芝

居師は、今はほとんどいなくなりました。そん

な中で「プロ紙芝居師」と名乗り、紙芝居を使

って「大切なこと」 

を伝えようとしています。最新作「もう一度笑

顔になりたい」は成年後見制度の啓発紙芝居で

す。これからこの紙芝居を全国にお伝えしてい

きます。 
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部大会でのクラブ発表 準備状況報告  

東新部部大会が 10 月 13 日(土)13:00～17:00、東京

YMCA 社会体育･保育専門学校(東陽町)で開催され

ますが、今年度の部大会では、「楽しいをプレゼンテ

ーションしよう」というテーマで、各クラブがそれぞ

れの特色をプレゼンすることになりました。わが東

京多摩みなみクラブでは、9/10(月)第 2 例会で第１案

のパワポ資料に対して協議し、修正を加えました。

9/12(水)に東新部部大会実行委員会が東京 YMCA 南

センター(経堂)で開催され、深尾が出席しました。全

体進行について説明を受け、発表には、実績に加え

て、今後の展望・計画についても話していただくこと

が大切とアドバイスを受けて来ました。そこで、わが

クラブ活動の軸となるぽんぽこ農園が、開園にあた

って、仙洞田さん(甲府)、小川さん(東京世田谷)、櫻

井さん(東京むかで)やわがクラブの藤田さん、本田さ

ん（元会員）という “農園がらみ”のワイズの人脈が

あったこと、また、「エディブル・スクール・ヤード」、

「まんまるぱーる」、「NPO 法人シェアマインド」な

どの活動グループや「落合ふるさとまつり」実行委員

会との出会いがあったことが、“追い風”になったこと、

更なる展開をわくわくしながら、水をやり、雑草を取

って、お野菜たちの成長を見守っていることを表現

したいと思っています。みなさんの応援（部大会への

出席）をよろしくお願いします。    （深尾記） 

町田地域新クラブ準備状況報告 
今月のワイズ強調テーマは「EMC/E ＆ YES」です。

E(Extension)は「新クラブの設立」の推進です。また、

YES 献金は、新クラブ設立を支援するための資金と

して用いられます。今まさに、町田地域に新クラブ設

立の準備が進んでいます。わがクラブも設立協力ク

ラブとして、当初の準備から石田さん、田中さん、伊

藤が関わっています。9／19(水)には第 6 回準備例会

が開催され（石田、伊藤が出席)、出席者は 24 名（内、

候補者は 6 名）でした。直前理事の栗本さん(熱海)、

そのときの理事事務局長札埜さん、富士山部部長の

渡邉さんの３名が応援にかけつけてくれました（写

真）。 

新クラブの名称、活動内容、月会費、例会日、例会場

などがほぼまとまりました。いよいよ設立総会に向

けて準備が進むことになりました。いまのところ、設

立総会は 11 月 18 日(日)18 時からが有力視されてい

ます。                （伊藤記） 

東京 YMCA 西東京センター・イベント案内 

①  ペタペタの会 

来る 11 月 3 日（土：文化の日）、東京 YMCA 西東

京センターのウォーキング・イベント「ペタペタ

の会」が開催されます。このイベントは YMCA 会

員や一般の方々の交流を目的に年 2 回実施されて

います。 

今回は当クラブ田中さんの企画で、田中さんがか

つて勤務していた、そして私が現在勤務している

「国立」を歩きます。 

国立は西武鉄道の創業者である堤康次郎が昭和初

期に開発した学園都市地域と、甲州街道沿いに発

展した旧村である谷保地域で構成されており、全

く異なる雰囲気がうまく融合した街です。今回は

その両面を見ていただきたく、国立駅から国分寺

崖線を登り富士山を眺めた後、住宅街を歩き、谷

保天満宮へ向かいます。そこで昼食ののち、その

周辺の田園地帯を歩き、くにたち郷土文化館を見

学し、矢川駅がゴールです。 

約 8 ㎞、4 時間程度のコースで、ほぼ平坦である

ことから、とても歩きやすいコースです。奮って

ご参加下さい。 

・集合：国立駅改札口前 10：00 雨天中止 

・昼食（弁当）はご用意いただくか途中、コンビニ

で購入して下さい。 

② 西東京センター 「YMCA 秋まつり」 

上記「ペタペタの会」の翌日、11 月 4 日（日）に

東京 YMCA 西東京センターの「秋まつり」が、昨

年同様、国立市富士見台にある東京 YMCA 医療福

祉専門学校にて開催されます。このイベントも、

YMCAを広く地域の方々に知ってもらうことを目

的として毎年開催されています。 

今回は、「よって、あそんで、たべてって」をキャ

ッチフレーズに、YMCA の職員・リーダーたちは

「飲食ブース」を催し、焼きそばや綿あめの販売

するほか、サポートクラブによる「昔なつかし駄

菓子屋さん」「ミニバザー」が予定されています。

当クラブでは、昨年好評であった「ぽんぽこ農園」

の産直野菜コーナーを行いたいと思います。 

メンバーみんなで一致協力し、イベントを盛り上

げましょう。            （綿引記） 

谷保・城山地区（下見にて） 
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2019 アジア太平洋地域大会応援 コラム 
8 月号から、2019 年アジア太平洋地域大会（仙台）

を応援するコラムをブリテン紙面で始めています。

今後、大会が行われる 2019 年 7 月 19 日(金)～21 日

(日)まで連続掲載していきたいと思います。私たちは、

わがクラブから出ているアジア太平洋地域会長の田

中博之さんをクラブ挙げて応援しています。 

以下にアジア太平洋地域大会に関する情報を２つ報

告します。 

１ アジア太平洋地域大会記念バッジ完成 

地域大会のプロモーション(参加促進)活動として、記

念のピンバッジおよびペンダント仕様の 2 種類を作

成しました。1 個 500 円（ペンダント仕様のものは

一部付属品の価格がプラスされます）で販売してい

ます。わがクラブでは 9 月例会で全員が購入しまし

た。このバッジは各部で開催される部大会など各イ

ベントで販売していく予定です。売り上げの一部は

大会のファンドとして用いられます。 

 
 

２ 湘南･沖縄部部大会で地域大会をアピール 

9／15(土)14:00～18:00、小田急線本厚木駅近くのレ

ンブラントホテル厚木で開催された部大会に参加し

てきました。地域大会の横断幕を掲げ、アピールを行

ってまいりました。        （伊藤記） 

 

 

これからの予定 
・10/6(土)東日本区メネットの集い（郡山） 

・10/9(火)10月第 2例会（ベルブ永山学習室） 

・10/13(土)東新部部大会（東京 YMCA社体専） 

・10/17(水)町田地域新クラブ第 7回準備例会 

・10/27(土)次期部長・事業主任研修会(四谷) 

 

 

 

 

 

YMCA ニュース 

◆国際協力一斉街頭募金実施報告 

9 月 15 日（土）、新宿駅周辺で国際協力一斉街頭募金

が行われました。東京 YMCA とパートナーシップを結ぶ

バングラデシュ支援のための募金です。学校に行くこと

ができない子どもたちのために、バングラデシュ YMCA

が行う教育活動を支援します。 

雨の降り続く中でしたが、196 名のボランティアが集い、

募金額は 213,467円でした。ご協力に感謝いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆西日本豪雨災害への支援募金 

10 月末まで募金を受け付けています。ご協力をお願い

いたします。 

◆第 35回会員ソフトボール大会 

10 月 8 日（月・祝） 埼玉県出版健康保険組合大宮運

動場（予定）。 

◆山手コミュニティーセンター会館改修工事 

9月 1日～2019年 3月末日 

山手コミュニティーセンター会館の耐震補強工事実施に

伴い、会館内の事業部が工事期間中、移転しての運営

となります。 

・国際ホテル専門学校 → 富士大学（高田馬場） 

・高等学院 → 早稲田奉仕園アイビーハウス 2階 

・山手ウエルネス → 地下プールにて営業中 

事務所の一部は１階 101 教室に移転して営業していま

す。電話や郵便は従来のもので変更はありません。 

（小野記） 

在京ワイズ合同新年会 
2019 年の在京ワイズ合同新年

会は、わがクラブがホストしま

す。ご協力をよろしくお願いい

たします。第 1 報のチラシが完

成しました。 

 

日時：1 月 5 日（土） 

12:30-15:30 

会場：京王プラザホテル八王子 

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 


