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5月号 

（第34号） 

今月の聖句 
「すべての人を一つにして

ください。」新約聖書 

 ヨハネ福音書 17章 21節   
 
 
今月の強調テーマ： E F / J E F（Endowment Fund/Japan East Y’s Men’s Fund ：いずれも寄付による基金 ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「部、区の役員のなり手不足」 
最近、ワイズの区の EMC 関連の

会合に出る機会が多く、理事、部

長の引き受け手がいなく人選に苦

労しているという話をよく耳にす

る。周りを見渡すとキャリア、人

望、リーダーシップとも申し分な

い人は沢山いるように思う。しか

し、である。なぜか、ワイズに関

わって 4 年が経過し、ワイズの活

動に時間を投入し、遠くまで出向いてきた。何回か

この様なことを繰り返している内にワイズの活動に

は、思った以上にお金と時間がかかる。ワイズの活

動は、奉仕の精神で成り立っているとよく言われ

る。年金族になると奉仕のための財源を捻出するた

めにわずかな蓄財を取り崩すことに対する抵抗感

は、馬齢を重ねるごとに強くなる。似たような例で

いうと、ワイズが開催する大きな大会への参加でも

同じような問題があり、個人としての負担感は、時

に限界を超えるケースがある。部や区や国際協会の

ための活動のすべてが、個人の奉仕に依存するとう

前例を踏襲し続けるとワイズの将来は危うい。喫緊

の課題として部や区の役員のなり手が現れないとい

う現実や個人としての負担感の問題について真正面

から向き合い、仕組みを根本から変えて行かないと

組織全体の維持発展は、今後益々難しくなり理想か

ら遠ざかって行くような気がしてならない。 

 (石田孝次) 
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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 2名 切手  0 g (累計   1,355 g) オークション7,581円 

 (内広義会員1名)  出席率    100％ 使用済み切手､少しでもご持参ください (今年度累計  38,131円) 

例会出席11名  メネット     0名 ぽんぽこファンド    0円 スマイル        0円 
  ゲスト・ビジター 0名 (今年度累計  6,810円) (今年度累計  54,941円) 

5 月例会プログラム 
日時：5 月 7 日(火) 18:30～20:30 

会場：ベルブ永山 5 階第 1 音楽室 

司会：藤田 智  受付：綿引康司  

 

＊開会点鐘       会長 

＊ワイズソング     一同     

＊今月の聖句・祈祷   伊藤幾夫  

＊ゲスト/ビジター紹介  会長 

＊会長挨拶 

＊YMCA ニュース・連絡等 

＊会食 

＊ゲスト･スピーチ  松本靖子さん  

「食品ロス問題と日本の貧困、その解決を

目指して」 

＊近隣クラブ情報共有  会長 

＊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 

 

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 

 

5 月の Happy Birthday / Happy Anniversary 

《誕生日》石川良一(8 日) 

《結婚記念日》綿引康司･美代子(17 日) 

       田中博之･直美(24 日) 
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4 月例会報告 
4 月 2 日（火）、4 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、聖句・祈祷は、綿引さ

んが務めました。久しぶりに広義会員の井上さんも

出席されました。夕食の後、今月はゲスト/メンバー

スピーチはなく、7 月の仙台でのアジア太平洋地域

大会のクラブとしての参加体制についてじっくりと

話し合いを行い、参加するクラブメンバーについて、

今年度の事業収益を全額均等割りで登録費の補助を

行うことが決定されました。 

その他に、ぽんぽこ農園の現況と今後の作業予定、多

摩市社協へのボランティア団体としての加盟等につ

いても話し合われました。 

会の最後には、参加者が品物を持ち寄ってのオーク

ションが行われ、7,581 円の売り上げがありました。 

（田中記） 

《出席者》：「メンバー」11 名：石川、石田、伊藤、

井上、小野、小早川、真藤、滝口､田中､深尾、綿引 

4 月第 2 例会（役員会）報告 
4 月 8 日（月）19:00 から、ベルブ永山 3 階講座室に

て 4 月第 2 例会が開催されました。報告・確認事項

として、深尾会長による「クラブ EMC アンケート」

回答に向けたヒアリングが行われ、参加メンバーが

ワイズおよびクラブに対する各自の意見を述べまし

た。審議事項として、石田さんから「シェア・マイン

ドとの協働事業」について、実施する取り組む意義と

具体的な活動の説明がなされました。また、臨時の拡

大例会開催が承認されました。この会は「7 月の年度

切り替え前に、地域貢献など当クラブの今後の取り

組みについて、メンバーで議論する場を設ける」こと

を目的としており、4 月 30 日に実施することになり

ました。             （小早川記） 

《出席者》9 名：石田、伊藤、小野、小早川、滝口、

田中、真藤、深尾、綿引 

東新部第 3 回評議会＆次期クラブ役員研

修会」に出席して         

4／20(土)西早稲田にあるキリスト教会館６階にあ

る東京 YMCA 本部会議室にて、東新部第 3 回評議

会＆次期クラブ役員研修会が開催されました。東京

多摩みなみクラブからは会長・会計・書記の役員代

理で、伊藤さん・石田さん・滝口が出席してまいり

ました。 

次期部長小川圭一さん（東京世田谷）から部長主題

として「ワイズの楽しみは、今、そしてこれか

ら」、活動計画、次期部役員が提案され、承認され

た。また次期会計寺門文雄さん（同）から予算案が

提案され、承認されました。また事業主査の報告や

各クラブからの活動報告など盛りだくさんでした 

 
引き続き、次期クラブ役員研修会が行われました。

やはり今後の会員増強という重要課題が、予定時間

をオーバーするほどの白熱した意見交換の場だった

と思います。そんな中、東京多摩みなみクラブは３

年目の今年度、地域との交流を持とうと落合のふる

さと祭りに参加、峰岸さんという新しい仲間を迎え

ることが出来、来年度に向け我々が目指す地域貢献

に自信を持って進んでいけるのでは？というワクワ

ク感を募らせ会議を後にしました。  （滝口記） 

 
  次期研修会でクラブ活動を説明する石田さん 

これからの予定     
・5/11(土)とやまクラブチャーターナイト 

・5/13(月)5 月第 2 例会 

・5/15(水)東京町田スマイリングクラブ 5 月例会 

・5/18(土)宇都宮クラブ 40 周年記念会 

・5/25(土)東京 YMCA 会員大会 山手センター 

・6/1(土)～2(日)東日本区大会 代々木 

 （6/1(土)10:00～代議員会）  

・6/4(火)6 月例会 

・6/10(月)6月第 2例会 

・6/16(日)(仮)横浜つるみクラブチャーターナイト 
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今月のゲストスピーカー 
NPO 法人シェア・マインド 

松本
まつもと

 靖子
や す こ

さん 

        
《タイトル》 

「食品ロス問題と日本の貧困、その解決を目指して」 

 

《概要》 

まだ食べられる食品が大量に廃棄される一方、最低

限の食事も摂れず、飢えに苦しむ方がいる日本。

「行き渡る社会」を実現するために、私達が出来る

ことをご一緒に考えたいと思います。 

 

《プロフィール》 

1981 年 6 月 30 日東京都多摩市に生まれ、多摩市で

育つ。幼少時より、障害者、社会的マイノリティ

と、その家族が社会環境の中で受ける苦しみを間近

で経験する。そして、2015 年、貧困によって全て

を失った方を目の当たりにし、団体設立を決意す

る。 

2015 年 11 月、内閣府より認定を受け、NPO 法人

シェア・マインド設立。 

  

東京八王子クラブ「茶の湯 de 卓話」 

４月 13日（土）は、私がワイズ入会前から地雷廃絶

活動でご縁のある東京八王子クラブへ行って来まし

た。石田さんが車を出し、田中さんが撮影とパワポ操

作に同行していただきました。 

「Cyanoyuxa （茶の湯者）～教会奉仕の専門職」と

題した演目では、

来日した宣教師

らが布教活動に

おいて---西洋と

は異なる生活様

式と価値観を持

つ 極 東 の 国 の

人々へ---「誠意」を示し「信頼」得るためには、そ

の国で行われている方法を取り入れれば最も理解さ

れ易いと結論したことを中心に話しました。 

茶の湯そのものに関しては「茶道体験」は知っている

が、茶道についての話を聴くのは初めてだったと言

ってくれた人も居ました。茶の湯は、ただただ菓子を

食べ、抹茶を啜る事しか目に映りませんが、今回はそ

の一椀に深い真心が籠り、人々の心の支えに成り得

ることを共有して戴けたかと思います。 （深尾記） 

ぽんぽこ農園だより 

GW の真っただ中の 4 月 29 日(月)に藤田、伊藤、滝

口、峰岸、石田に加え、助っ人の佐々木さんの 6名がぽ

んぽこ農園に駆けつけてくれ、一ヶ月前に植えたジャガ

イモの追肥作業と新たに里芋とサツマイモの作付け作業

を行いました。暑からず寒からずの好天に恵まれ、約 1

時間半で全ての作業を終えることができました。作業要

領も段々と身に付き、手際よく進めることができ、追肥作

業、堀越し作業、線引き作業、畝作り、種芋と苗の植え

込み、肥料散布、整地作業など一連の作業工程をスム

ーズに終えることができました。先に植えたジャガイモは、

寒の戻りや遅霜の影響などもあり、一部うまく根付いてい

ないエリアがあり、そこは、あきらめサツマイモを植え直し

ました。期待の玉ねぎは、すくすくと育ち、5 月末の収穫

が一層楽しみになってきました。        （石田記） 

 
         

ペタペタの会の報告 
4 月 29 日に東京 YMCA 西東京センターの恒例イベ

ント「ペタペタの会」が開催されました。当日は天候

には恵まれましたが、10 連休中のためか参加者が 7

名と極めて少なく、当クラブからは綿引のみの参加

という残念な状況でした。 

今回は、あきる野市の武蔵五日市駅から秋川沿いに

上流へと向かい、「瀬音の湯」がゴールの約 7キロの

新緑が爽やかなコースでした。途中廃校を活用した

「戸倉しろやまテラス」という施設に立ち寄り、昼食

をいただくだけでなく、この地域の地層の解説をし

てもらうというアカデミックな内容となりました。

次回は多くの方の参加をお待ちしております。 

                   （綿引記） 
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4 月特別例会報告 
4 月 30 日(火)13 時から、ベルブ永山講座室で「特別

例会」を開催しました。わがクラブも 7 月で丸 3 年

を迎え、新年度も深尾会長の（他の役員も）続投とな

るにあたり、「東京多摩みなみクラブの今後のあり方

を話し合いましょう」と、会長の呼びかけで集まりま

した。「話し合い」ということで、参加者全員から、

いままで疑問に思っていたこと、こうしてほしいこ

となどが次々と出されました。今回のように、お互い

が意見を出し合い、お互いの意見を共有できること

はとても大切なことだと思いました。話し合われた

ことを例会、役員会に提出していくことになります。

みなさんの前向きな意見に希望を持ちました。  

出席者：石田、伊藤、小早川、真藤、滝口、深尾、峰

岸、綿引               (伊藤記) 

 
       

東京町田スマイリングクラブ 4 月例会に

出席 
4／17(火)まちだ中央公民館で町田スマイリングク

ラブ 4 月例会が行われ、石田さんと一緒出席しまし

た。太田会長が会長主題の「感謝、信頼、地固め、そ

して成長」について思いを語り、また会員相互の理解

をはかるために、メンバーからもひとことずつ発言

がありました。 

出席はメンバー7 名（太田、為我井、尾張、竹尾、松

井、城田、諏訪）、ビジター6 名（江口:東京、張替:東

京世田谷、権藤、谷治:東京町田コスモス、石田、伊

藤：東京多摩みなみ)計 13 名でした。 （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、7 月 19 日(金)～21 日(日) 仙台で開

催のアジア太平洋地域大会を応援しています） 

現在、大会登録が進んでいます。わがクラブでも、4

月例会で「アジア太平洋地域大会に向けて Part2」の

時間を設けました。そこで出席者を確認し、出席予定

は 7 名（石田、伊藤、小野、真藤、田中博之・直美、

深尾）となりました。また、出席者にクラブ会計から

一部補助を出すことも決まりました。HCC（大会実

行委員会）では、登録者数 1,000 名を予定して準備

が進められています。大会への寄付金募集、広告募集

も始まっています。ご協力をお願いします。 

              (伊藤記) 

YMCA ニュース   (担当主事：小野 実) 

◆チャリティーゴルフ開催報告 

4 月 11 日「第 29 回東京 YMCA チャリティーゴルフ

大会」を千葉県成田市の PGM 総成ゴルフクラブで

開催し、127 名が参加しました。 

◆東京 YMCA 学校部入学の季節 

各学校の入学式が以下の通り行われました。 

＊社会体育・保育専門学校 4 月 2 日 125 名  

＊国際ホテル専門学校   4 月 4 日 135 名 

＊医療福祉専門学校    4 月 5 日  54 名  

＊にほんご学院       4 月 5 日  38 名 

＊高等学院              4 月 13 日   9 名 

※TYIS（インターナショナルスクール）は 9 月入学

式です。 

◆第 17 回東京 YMCA 会員大会開催 

日時：5 月 25 日（土） 13：00〜16：00 

会場：東京 YMCA 山手コミュニティーセンター 

（高田馬場） 

1952 年に開設された山手コミュニティーセンター

が、2 回目の大規模改修工事を経て、装いが新たにな

りました。新しいブランドイメージで彩られた東京

YMCA 都内最大拠点の建物、活動をご覧ください。 

◆第 22 回東京 YMCA 会員芸術祭 

会期：6月 24日(月)～29(土) 

会場：東京 YMCA 東陽町センター 

＊オープニングセレモニーとして、6 月 22 日(土) 

 14:00～15:30 菅谷功氏（画家、東京北クラブ）か

ら、出展作品についての講評があります。 

 

会員 EMC アンケートに回答を！ 
現在、会員全員宛に、区会員増強推進委員会から、

EMC アンケートの依頼メールが配信されています。 

アンケートの締め切りは 5 月 10 日(金)となっていま

す。回答の仕方は、パソコン、スマホ画面上でクリッ

クするだけですのでよろしくお願いします。やり方

がわからないようでしたら、深尾会長にお問い合わ

せください。             （伊藤記） 

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 


