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東京多摩みなみワイズメンズクラブ 
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2018 年 
12月号 

（第 29号） 

今月の聖句 
 
「いつも喜んでいなさい。絶えず

祈りなさい。すべてのことについて、

感謝しなさい。」 新約聖書テサロ

ニケの信徒への手紙一 5:16-18 

 
   今月の強調テーマ： EMC/M (Extension, Membership & Conservation とくに Membership=会員増強)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「祈りの輪」 
12 月 8 日は「祈りの輪」の日で
す。この日は、ワイズメンズクラ
ブおよびワイズメンズクラブ国
際協会の創始者であるポール・ウ
イリアム・アレキサンダーの誕生
日であり、世界中のワイズメン/

ウイメン、ワイズメネットが、そ
れぞれの国の午後8時に共に祈る
時とされています。祈りは、ワイ

ズメンズクラブが存在する国の中では最も日付変更
線の西側に位置するオーストラリアに始まり、その
後、日本が引継ぎ、台湾、香港、東南アジア各国な
どに繋がれていき、インド、ヨーロッパ、南北アメ
リカ大陸を経て、最後は、ハワイで終わります。 

祈りは、キリスト教の祈りに限りません。どうかこ
の時に、世界の平和、虐げられている人たちのこと、
自然災害の被災者のこと、ワイズと YMCA の将来の
ことなどを思うひとときを持ってください。また、
私たちが世界 63 か国、2 万 5 千名の仲間と結ばれて
いるということも実感していただければ幸いです。 

2022 年にワイズメンズクラブ国際協会は、創立 100

周年を迎えます。今、日本のそして世界のワイズメ
ンズクラブでは、100 周年に向けて、私達の運動を
活性化させようと、会員増強やポール・ウイリアム・
アレキサンダーの理念を再認識する取り組みを一斉
に進めています。このことも「祈りの日」に併せて
ぜひお覚えください。           （田
中博之） 

 

11 

月  

例
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出

席

内

訳 

 メンバー    12名 BF ファンド 

在籍13名  メーキャップ 0名 切手  580 g (累計    580 g) オークション11,400円 

 (内広義会員1名)  出席率    100％  (使用済み切手、少しでも (今年度累計  30,550円) 

例会出席13名  メネット    1名  例会にご持参ください) スマイル   10,000円 

  ゲスト・ビジター0名  (今年度累計  33,070円) 

12 月例会プログラム 

日時：12 月 4 日(火) 18:30～20:30 

会場：ベルブ永山 3 階講座室 

司会：小野 実  受付：小早川浩彦  

＊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 小野 実 

＊ゲスト/ビジター紹介 会長 

＊会長挨拶 

＊メンバーレポート 

「オーストラリア訪問記」田中博之 

＊夕食 

＊在京ワイズ合同新年会役割について 

＊YMCA ニュース・連絡等 

＊ハッピーバースデイ/アニバーサリー 

＊ぽんぽこ農園サツマイモ収穫感謝 

＊スマイル献金 

＊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 

12 月の Happy Birthday / Happy Anniversary 

《誕生日》 

石田孝次(15 日)、田中博之(15 日) 

《結婚記念日》 

該当者なし 
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11月例会報告 
11 月 6 日（火）、11 月例会がベルブ永山 3 階講座室
にて開催されました。司会および聖句/お祈りは伊藤
さん、受付は小野さんでした。今回は久々にフルメ
ンバーでの開催となりました。 

夕食はドライカレーと抹茶のロールケーキでした。 

在京ワイズ合同新年会の第 2 報に関する、伊藤さん
の説明後、メンバーによる在京 17 クラブの 11 月例
会への訪問割り当てを行いました。合同新年会の案
内を目的としており、メンバーで会場イメージを共
用すべく、東新部部大会で使用した紹介用のパワー
ポイントを、皆で確認しました。 

メンバースピーチは、安藤さんの「コールセンター

の役割」。勤務先の会社の全体像、商品説明、コール

センターにおける注意点等、盛り沢山な内容でした。 

 
最後のオークションでは、目玉商品のぽんぽこ農園
の野菜（大根、サツマイモ、白菜等）が好評を博し、
11,400 円の売り上げとなりました。  （小早川記） 

《出席者》13 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 

11月役員会報告 
11 月 12 日（月）19:00 から、聖蹟桜ヶ丘オーパ 8

階会議室にて 11 月役員会が開催されました。12 月

例会のプログラムおよびメンバースピーチの確認、1

月例会の開催日の整理、在京ワイズ合同新年会の担

当割当の相談、合同新年会の最終確認を目的とした、

12 月 22 日に開催予定の臨時例会および忘年会の調

整などが行われました。       （小早川記） 

《出席者》7 名：石田、伊藤、小野、小早川、真藤、

田中、深尾 

第 2 回東新部評議会報告 
11 月 17 日(土)、西早稲田の東京 YMCA 本部会議室

で行われた、今年度第 2 回の東新部評議会に参加し

て来ました。馴染みのないメンバーのためにご説明

しますと、この会は、ひとつひとつのクラブが地域

で孤立無援に奮闘するのでは無く、志を同じくする

仲間たちが、実際にやっている事、やろうとしてい

る事、またはやってみたい事を共有し、刺激を貰い、

励まし、協力し合う事を考えていく大切な機会で、

部から区、東日本区、アジア太平洋地域へ、更には

もっと遠くのクラブにまでも思いを馳せる時間です。 

私たちが、部の支援を受けて、ぽんぽこ農園活動に

弾みがついたことや伊藤直前部長の献身的な働きが

世界中のワイズに知って貰えることなどもこの会議

での話題になります。 

 
さて、それらを支える組織としての出席メンバーは

夫々のクラブから会長、書記、会計と世話役として

の部役員。自クラブの活動や、仕事(現役世代)が重な

ってしまう人も居ますが、毎回凡そ 30 名が顔を合わ

せます。これだけの大所帯ですから、時間の無駄が

無いように会議形式を取って人・物・資金の動きを

皆で確認をします。今回は次期・次々期の役員人事

のことや先の部大会の報告などがありました。個々

のクラブが何を考え、ワイズの、YMCA の、地域の

誰と繋がって、どんな計画を進めているか。部役員

はそれらをどう支えようとしているか、また区や海

外からの動きはどうかなど具体的な話がボンボン飛

び交います。私たちは、会ったこともない地球の裏

側の人たちのために寄付をしていますが、それが、

彼らを助けようとしているワイズの同志に対して

「簡単には行く事が出来ないけれども、その活動を

心に留めているよ。応援するよ。」という想いを伝え

る一つの手段であることが分かります。多くの話題

がある中で、我が多摩みなみが注目すべきは、やは

りお隣に出来る新クラブのことでしょう。私たちで

は成し得なかった会員の増強が部によって成果が出

て、11 名のワイズメンが誕生します。お世話になっ

た太田勝人さん(東京世田谷クラブ)が移籍して、初代

会長になられることも発表されました。隣接する地

域ですから直ぐにも同じ課題を共有出来るはずです。

私たちは、折に触れて新会員の方々と親交を持ち、

新たな一歩を踏み出して行きたいと思います。 

当クラブからの出席は伊藤、深尾の 2 名でした。 

（深尾記） 

メンバースピーチ 

夕食  
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(仮)東京町田スマイリングクラブ設立総会 
11 月 18 日(日)18 時から、町田市民フォーラムで(仮)

東京町田スマイリングワイズメンズクラブの設立総

会が開催されました。新クラブのメンバーは 11 名で

す。スポンサークラブは東京町田コスモスクラブ、

東京クラブ、厚木クラブの 3 クラブです。わがクラ

ブは協力クラブ(Co スポンサー)として関わっていま

す。新クラブ設立準備委員長松香さん(東京町田コス

モスクラブ)の設立経過報告のあと、新クラブ会員に

よる「議事」があり、会則、クラブ役員などの承認

がなされました。新クラブ会長に太田さん（現東京

世田谷クラブ）が選ばれました。東京 YMCA 総主事

菅谷さん、アジア太平洋地域会長田中さん、東日本

区理事宮内さん、東日本区会員増強事業主任伊丹さ

ん、東新部部長神保さんから祝辞があり、続いて、

新クラブの会員が紹介されました。 

 
お祝いに駆けつけたワイズメン/ウイメン、ワイズメ

ネットは、総勢 56名でした。わがクラブからは石田

さん、田中さん、伊藤が出席しました。チャーター

ナイト（加盟認証状伝達式）は 2019 年 2 月 24 日

(日)15:00 から行われます。みんなでお祝いに駆けつ

けましょう。             （伊藤記） 

大阪クラブ 90周年記祝会に出席  

11 月 10 日（土）、大阪ワイズメンズクラブのチャー
ター90 周年記念祝会が大阪 YMCA 会館大ホールに
て開催され、アジア太平洋地域会長として出席して
きました。大阪クラブは 1928 年、90 年前のこの日、
当時 30 歳の大阪 YMCA の主事であった奈良傳（な
らつたえ）氏の尽力により、日本で初めてのワイズ
メンズクラブとして設立されました。 

戦前には神
戸、横浜、
東京の 3 ク
ラブの、戦
後には金沢、
名古屋、京
都等 19 の

クラブのスポンサークラブとなり、日本のすべての
ワイズメンズクラブのルーツです。因みに、我がク
ラブは、「大阪→東京→東京山手→東京世田谷→東京
まちだ/東京コスモス→東京多摩みなみ」で、大阪ク
ラブの玄孫（やしゃご）の子に当たります。 

大阪クラブのチャーター日の 11 月 10 日は、日本で
は「ワイズデー」として定められ、全国のワイズが、
奉仕活動、会員増強への取り組みの思いを新たにす
る日とされています。         （田中記） 

東京 YMCA 西東京センター秋まつり報告 
11月 4日(日)、国立市谷保の東京 YMCA医療福祉専

門学校で開催され、我がクラブも昨年同様、ぽんぽこ農

園で栽培された採りたての大根、キャベツ、白菜、ギンナ

ンの展示即売会を行いました。生憎の小雨模様と地元

国立市の大きなイベントと重なり昨年ほどの盛り上がりは

ありませんでしたが、キャベツ、白菜は、ぴちぴちの鮮度

を感じていただき直

ぐにも品切れとなる

ほどでした。期待の

大根は、葉っぱ付き

で鮮度の良さは十

分感じていただけた

ものの、重くて嵩張

り、小さな子連れで

は手軽に持ち帰れないなどのハンデがあり、残念ながら

一部は売れ残ってしまいました。売上金は、昨年とほぼ

同じで 10,070 円でした。経費を差し引き、3,260 円を

YMCAに寄付できました。今回の秋まつりで初めての試

みとなったギンナンの販売は、綿引さんのお母様のご協

力と会員の井上さん、そして助っ人参加の佐々木さんの

力添えによって実現できたものです。また、ギンナンの

採取日には、深尾会長も世田谷での仕事を一時抜け出

していただき、ギンナンの洗浄作業に加わってもらいまし

た。出席者：石田、小早川、綿引、田中メネット（石田記） 

ペタペタの会 参加記 
11 月 3 日（土：文化の日）に東京 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」

が開催されました。今回は当クラブメンバー田中博

之さんの企画で、国立市内を歩きました。参加者は

14 名で、当クラブからは私のみの参加でしたが、他

クラブメンバーや西東京センターのプログラム参加

者などと交流をすることができました。 

コース途中では、田中さんに手配いただき、一橋大

学 YMCA の学生寮を訪問。男臭い建物内を見学しま

した。またコースの最後には日本で最初の知的障碍

者施設「滝乃川学園」を訪ね、副館長さんから学園

の歴史や内部にある文化財をご紹介いただきました。

この学園の精神は私たちの精神に通じる部分があり、

改めてゆっくりと訪ねたいと感じました。（綿引記） 

 
 

90 年前のチャーターナイト

nenn ９０nenn チャーターあメ

ンバースピーチ 



4 

 

ぽんぽこ農園だより＝サツマイモ掘り 
11 月 24 日(土)13 時より、ぽんぽこ農園のサツマイ

モ収穫を行いました。当日は好天に恵まれ、総勢 9

名で芋掘りを行いました。田中さんファミリーの 2

歳のお孫ちゃんも楽しそうにサツマイモ堀りを手伝

ってくれました。収穫のサツマイモは 150 本を超え

ました。わがクラブの 12 月例会に持って行きます。

お楽しみに！当日の参加は、田中ファミリー5名、石

田、井上、佐々木、伊藤の 9名でした。（伊藤記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在京ワイズ合同新年会 PRにクラブ訪問 
在京新年会は年明けの 1 月 5 日（土）12:30 から、

京王プラザホテル八王子で開催します。わがクラブ

がホストクラブを務めますので、クラブメンバーが

手分けして、在京クラブの 11 月例会に出席し、在京

新年会参加の呼びかけを行いました。すでに、各ク

ラブから参加申込みが次々と届いています。申込み

締め切りは 12 月 15 日(土)となっています。クラブ

単位で会費の振込みをお願いしています。(伊藤記) 

 

2019 アジア太平洋地域大会応援コラム 
（このコラムは、2019 年アジア太平洋地域大会＝仙

台 2019 年 7 月 19 日(金)～21 日(日)を応援するため

に情報を掲載しています。） 

大会開催準備のためにアジア太平洋地域大会ホスト

コミッティー（HCC）が組織されていて、大会の成

功に向けて、プロモーション映像・バッジの製作、

プログラムの詳細検討、大会会場や宿泊ホテルの確

保などの準備が着々と進められています。東西日本

区の各部の部大会、部会には HCC 委員が手分けして

参加し、大会参加促進のプロモーション活動を行っ

てきました。大会ピンバッジの着用は、プロモーシ

ョン活動の一環ですので、例会やその他のワイズの

集まりにはどうぞ着装してご参加ください。 

(伊藤記) 

 

 

 

 

 

YMCAニュース 

◆YMCAキャンプ 100周年 

日本で初の組織的な教育キャンプが行われたのが

1920年。大阪 YMCAが六甲山麓で 2週間の簡易テン

トによる少年たちの野外生活を試みました。この活動に

よる子どもたちの成長は、多くの人々の理解と共感を得

て、瞬く間に全国へ広がって行きました。そして、YMCA

キャンプは2020年に100周年の節目を迎えます。2010

年から、日本 YMCA 同盟、日本キャンプ協会、東京

YWCA、日本ボーイスカウト連盟、日本ガールスカウト連

盟の 5 団体で記念事業を毎年行っています。今年は、

11 月 17〜18 日、「グループワークと教育キャンプ」をテ

ーマとして東京 YMCA と横浜 YMCA が協働して東京

YMCA山中湖センターキャンプで「YMCAキャンプ100

年記念シンポジウム」を開催しました。 

来たる 100 周年、そして、次の 100 年の子どもたちへ、

キャンプ体験の素晴らしさ、その価値と願いを受け継い

でいく活動を続けていきます。 

◆第 20回日本 YMCA大会 

11 月 23 日（金・祝）～25 日（日）会場：国際青少年セン

ター東山荘で 2 年に一度の日本 YMCA 大会が開催さ

れました。「つどえ東山荘に！〜すべての“Y”がつながる

日」をテーマとして、昨年６月に新しいブランドを発表し

て初めての大会となりました。 

次回の YMCAニュースでご報告いたします。 

（小野記） 

12 月臨時例会のご案内 
12月 22日（土）15時から、ベルブ永山講座室で臨時例

会を開催します。内容は、在京ワイズ合同新年会準備の

最終打ち合わせです。また、17 時からは場所を移して、

クリスマス祝会&忘年会を行います。全員のご参加をお

願いします。忘年会の場所、会費については、12 月例

会でお知らせします。               （伊藤記） 

これからの予定 
・12/8(土)「ワイズ祈りの輪」の日 

・12/8(土)17:30町田 YMCA市民クリスマス 

  東京町田コスモスクラブと新クラブの合同 

 於)原町田教会 

・12/10(月)12月第 2例会（ベルブ永山 3階講座室） 

・12/19(水)東京町田スマイリングクラブ仮例会 松香宅 

・12/22(土)臨時例会 

・2019/1/5(月)在京ワイズ合同新年会（京王プラザ八王

子（東京多摩みなみクラブ 1月例会を兼ねます） 

・2019/1/15(火)1月第 2例会(拡大)  

      （在京ワイズ合同新年会の反省会も行います） 

 

お願い クラブ会費後期分のご準備を（会計：綿引） 

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 


