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2019 年 
6月号 

（第 35号） 

今月のことば 
「わたしはぶどうの木、あなた

がたは枝です。人がわたしにと

どまり、わたしもその人にとど

まっているなら、その人は多く

の実を結びます。」新約聖書 

 ヨハネ福音書 15章 5節    （当クラブは多摩市社会福祉協議会多摩ボランティア･市民活動支援センターの登録団体です） 

 
今月の強調テーマ： 評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「この 1年を振り返ると」 
この１年を振り返ると、クラブ会

長という役割は、正式な就任日

(7/1)前の 3 月「会長研修会」への

出席から始まる、という印象があ

ります。東日本 60 余クラブの同じ

立場の人々と、それを支える部や

区の役員に出会い、不安と期待を

発信し、展望と共有を目指して大

いに語り合う 1 泊 2 日は、自クラブの抱える課題や

今後の計画が、ワイズ全体から見た時どのような立

ち位置に有り、解決や発展に向けて、足元を盤石に

するにはどうすれば良いか、どんなサポートが有る

かを知ることが出来るからです。その後自クラブに

戻り、皆の想いを聴きながら先に学んだこととの擦

り合わせを行なった結果、多忙を極めるメンバーが、

時間を作ってくれる体制が出来つつあり、とても嬉

しく思います。今日、腹を割って話し合える仲間を

得ることは稀なことです。「最愛の人と話そう」と掲

げた私の呼び掛けは狙いが大きく外れました（笑）

が、個々人が自らのボランティア・マインドに寄り

添ったり、俯瞰する時間にはなったかと思います。

今年 3 月には 2 度目の会長研修会に参加し、他クラ

ブからの期待が有ることはお知らせした通りですが、

やり残したことにも大切なボランティアの芽がある

ことをもう一度考えて、次年度に繋げたいと考えて

います。                   （会長：深尾香子） 

 

5 

月  

例

会 

  

出

席

内

訳 

 メンバー    12名 BF ファンド 

在籍14名  メーキャップ 0名 切手  0 g (累計   1,355 g) オークション     0円 

 (内広義会員1名)  出席率      92％ 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18名  メネット     1名 ぽんぽこファンド    0円 スマイル      12,904円 
  ゲスト・ビジター 5名 (今年度累計  6,810円) (今年度累計  67,845円) 

6月例会プログラム 
日時：6 月 4 日(火) 18:30～20:30 

会場：ベルブ永山 3 階講座室 

司会：綿引康司  受付：真藤広子  

＊開会点鐘        会長 

＊ワイズソング      一同     

＊今月のことば    小野 実  

＊ゲスト/ビジター紹介   会長 

＊会長挨拶 

＊YMCA ニュース・連絡等 

＊チーム報告（農園、多摩社協、 

シェア・マインド） 

＊会食 

＊ゲスト･スピーチ  藤條たかゆき さん  

 「老いる多摩市をどう迎え､乗り越えていくか」 

＊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 

 

6 月の Happy Birthday / Happy Anniversary 

《誕生日》峰岸幸枝(7 日) 

メネット小野純子(22 日) 

《結婚記念日》該当者なし       
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5月例会報告 
5 月 7 日（火）、5 月例会がベルブ永山 5 階第一音楽 

室にて開催されました。司会は藤田さん、聖句のメ 

ッセージは伊藤さん、受付は綿引さん。夕食の前に 

深尾会長から、当クラブの多摩市社会福祉協議会（以 

下、多摩社協と記載）への加入報告がありました。 

多摩社協とは、以前からメンバーが個別に関与して 

いましたが、今回の加入を機に、今後はクラブとし 

て、地域のボランティア活動に深く携わっていく予 

定です。令和クッキー付きの夕食(＝写真)を済ませた
後は、今回のゲストで
NPO 法人シェア・マ
インド代表理事の松
本靖子さんのゲスト
スピーチ「食品ロス問
題と日本の貧困、その
解決を目指して」が行

われ、食品ロスの現状とフードバンクや無料スーパ
ーといった取り組みについてお話しいただきました。 

(スピーチ内容については、別掲をご参照ください。） 

また、もう一人のゲストの矢田智美さんからは、地
域のコレクティブハウスとシェア・マインドの協力
についてご紹介いただきました。今月のスピーチに
関心を寄せて出席してくれたビジター、東新部地域
奉仕事業主査城井さん、次期部地域奉仕事業主査峰
さん、次期部書記の太田さんからもひと言ずついた
だいた後、定刻を過ぎて閉会となりました。 

《出席者》：「メンバー」12名：安藤、石田、伊藤、

小野、小早川、真藤、滝口、田中、深尾、藤田、峰

岸、綿引、「メネット」1名：田中直美「ビジター」

3名：城井廣邦（東京むかで）、太田勝人（東京町田

スマイリング）、峰毅（東京世田谷）、「ゲスト」 

2名：松本靖子、矢田智美      （小早川記） 

5月第 2例会（役員会）報告 
5 月 13 日（月）19:00 から、ベルブ永山 3 階講座室

にて 5 月第 2 例会が開催されました。定例審議事項

や報告・確認の後に、4 月 30 日の拡大例会で取り上

げられた審議事項を話し合いました。チーム体制の

構築、YMCA イベント参加のクラブ方針、コスト削

減の取り組み、ブリテン構成変更など、クラブをよ

り良くするための整理が行われました。 

《出席者》8 名：石田、伊藤、小野、小早川、真藤、

田中、深尾、綿引              （小早川記） 

 

5月例会スピーチ「食品ロス問題」要旨とお礼 

 松本靖子 

5 月 7 日、東京多摩みなみワイ

ズメンズクラブの皆様に、NPO

法人シェア・マインドの活動と

課題を共有させて頂きました。

ワイズの皆様とは、深尾現会長

にお声をかけて頂き、交流が始

まりました。例会に参加させて

頂くようになり、1 年が経ちます。現在に至るまで

も、様々なご意見や食品のご寄付を頂いております。

心身共に支えて頂く中、新たに協同事業のご提案を

頂き、感謝が尽きません。シェア・マインドは、2016

年から食料支援であるフードバンク活動を始めまし

た。経済的困難を抱える方々への食支援は、やりが

いを感じる一方、行き詰まりを痛感する場面も多い

です。「余剰食品を 0 円で引き受け、お困りの方々

へ 0 円でお渡しする」という現在の流れでは、活動

資金が確保できず展開が難しいからです。また、国

内フードバンクの雛形には制限が多く、困窮者支援

活動としても、食品ロス削減の活動としても、一つ

の限界を感じています。今ある活動を、より希望あ

る形にするため、ぜひワイズの皆様にお知恵を頂き

ながら、活動を進めていけましたらと願っておりま

す。誰もが幸福に暮らせる社会の実現は、私たち一

人一人の意志と行動に委ねられていると確信してい

ます。 

東京町田スマイリングクラブ 5月例会に出席 
5／15(水)まちだ中央公民館で東京町田スマイリン

グクラブ 5 月例会が行われ出席しました。今月も「会

員同士が知り合う」ことを主眼にした例会でした。

当日配布されたブリテンにリレー形式で会員のプロ

フィールが掲載され、今月号は書記の尾張日出夫さ

んが寄稿されました。会員相互の理解を図るために、

メンバー全員から PR などの発言がありました。 

竹尾さん、谷口さんからは 6／20(木)和光大学ポプリ

ホールで開催される「みんなの歌声コンサート」の 

ちらし配布とご案内がありました。 

出席は、メンバー5 名（太田、尾張、竹尾、谷口、

諏訪）、ビジター4 名（江口、佐藤：東京、権藤：東

京町田コスモス、伊藤：東京多摩みなみ)の合計 9 名

でした。               （伊藤記） 
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今月のゲストスピーカー 
 

多摩市議会議員     

藤條
とうじょう

たかゆき さん  

        

《タイトル》 

「老いる多摩市をどう迎え、  

乗り越えていくか。」 

 

子ども若者会議や認知症を地域で支える啓発活動、

RUN伴などに関わってきました。これからも引き続きや

っていきたい事は、子どもたちへの支援と社会的に弱

い立場の方々に寄り添っていく事です。具体的な実

績として、1期 4年でカタチに出来たと胸を張れるも

のはまだありません。道半ばですので、頑張って参

りたいと思います。 

《プロフィール》 

1981年 12月 7日生まれ。多摩市立聖ヶ丘小・中学校 

都立府中西高校、東京工科大学情報通信工学科卒業。 

維新政治塾 1期生、日本政策学校卒業、IT企業でサ

ラリーマンを 10年 2015年初当選。 

趣味：自転車競技・テニス 

  

東京むかでクラブ「YYYキャンプ」に参加  

景福庵名倉宗香：深尾香子 

5／18(土)～21(火)に開催された表記キャンプに、昨

年に引き続き、山中湖センターへ行って来ました。

今年は他のプログラムとの兼ね合いか、午前中は男

性が多く「千利休より前に茶はあったのか？」「どん

な形式で？」「教会のミサを真似たって本当？」「茶

道具と城が同じ価値って有り？」「茶会に呼ばれたら

どうしたらいいの？」「どうやって始まって、どんな

食事が出るの？酒は？」等々、ポンポンと質問が出

ました。 

お菓子は五月のキ

ャンプに馴染むよ

う「山清水」とキリ

シタン大名で茶の

湯にも優れた黒田

官兵衛ゆかりの逸

品、抹茶は自由に茶

筅を振っていただきました。午後は女性が多かった

ので、お茶は何故「花嫁修業」と言われるのでしょ

うか？と私から投げ掛けました。こちらも「え～、

何でだろう？考えたこと無い」「義務的に行くべきと

言われたから」「ステイタスじゃない？」等々、中に

はご実家で茶を飲んだり、懐石を食べた経験やご自

身が子どもたちのために教会へ道具を寄付して活動

していることなどを話して下さった方があり、主催

者から戴いたお題「お茶の奥行きの旅」は過去、現

在、未来と無事に完結致しました。 

ぽんぽこ農園だより 

5／17(金)に続いて、27(月)もぽんぽこ農園を見てきまし

た。玉ねぎは、その後もすくすく育ち収穫の時期はいよ

いよ間近に迫ってきました。個数、サイズとも昨年を上回

る収穫が期待できそうです。また、3 月 21 日に植えたジ

ャガイモは、その後の追肥作業の甲斐もあって勢いが増

し、男爵、メイクイーン、きたあかりとも順調に育っていま

す。まさに薄紫色の花が咲き花盛り状態です。 

 
一方、GWの 4月 29日に作付け作業を終えたサツマイ

モと里芋は、3週間が経過し、生育状況が気になるところ

ですが、サツマイモの苗の根腐が心配されます。発芽に

時間のかかる里芋も漸く新芽が確認できる状況になりま

した。6 月の前半に玉ねぎの収穫を予定しています。ご

協力をお願いいたします。            （石田記） 

 在京ワイズ会長会に参加して  

5/25（土）10 時～、小野さんと一緒に在京会長会に

出席しました。18 クラブ会長と菅谷総主事他 YMCA

関係者による会は新年会以来で挨拶が和やかに飛び

交います。新装なった山手センターは、歴史と愛着

に加えて非常時の安全基準を満たし、近隣の方々へ

も開かれた施設に成り得たと報告されました。さて

先輩クラブは、地の利や設立の目的を見据えて

YMCAの施設を最大限利用して子どもたちへ学びと

仲間に出会うチャンスを創る所、在日外国人や障が

い等を持つ方々に寄り添いコミュニケーションの壁

を取り除こうとする所、得意分野を活かして活動資

金を捻出する所と多彩です。我がクラブも、地域の

人脈とそこにある資源とが繋がって、次年度の活動

として形になろうとしています。相互にこれらの報

告を聴いた後、自然に東京町田スマイリング、東京

町田コスモス、東京八王子、東京武蔵野多摩と私が

肩を寄せ合うことになったのは素敵な光景でした。

ボリュームたっぷりのお弁当(＝

写真)と共に、YMCA 行事への合

同参加、持ち回り例会、ボランテ

ィア・マインドの勉強会、商品開

発（笑）等いろんなアイデアが出

ました。みなさんとは、高齢化や

子育てについて情報交換をして、

YMCA の持つ力を地域に紹介し

ていこうという話も出来ました。

新年度はこれらの中からいくつかが実現すると思わ

れます。              （深尾記） 
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2019アジア太平洋地域大会応援コラム 
いよいよ、7 月 19 日(金)～21 日(日) 仙台で開催され

るアジア太平洋地域大会が迫ってまいりました。あ

と 2 ヶ月弱です。準備の方も猛ダッシュで進められ

ています。一番の気がかりは登録者数です。1,000

名を見込んで準備を進めていますが現時点では 500

名弱といったところです。ワイズの場合は、直前に

なっての登録が多いのが常ですが、どうぞ早めの登

録をお願いいたします。東日本で開催されるアジア

太平洋地域大会は 1999 年以来ですから 20 年ぶりと

なります。この機会に多くの方が参加されることを

期待しています。わがクラブからの出席予定は 7 名

（石田、伊藤、小野、真藤、田中博之・直美、深尾）

です。クラブ会計から出席者に一部補助を出すこと

も決まりました。大会への寄付金、広告料のご協力

もよろしくお願いします。大会成功に向けてみなさ

んのご協力をよろしくお願いします。 

（アジア太平洋地域大会総務委員長：伊藤幾夫） 

            

東奔西走 
5月のアジア太平洋地域会長の記録：田中博之 
⚫ とやまワイズメンズクラブチャーターナイト 

5月11日（土）：今年度西日本区として2つ目の新しいク

ラブが誕生しました。元日本 YMCA 同盟総主事の島田

さんがクラブ書記です。会場：とやま自游館 

⚫ 宇都宮クラブ 40 周年記念会 

5月 18日（土）：大谷石採掘場等へのエクスカーション、

餃子の昼食、宇都宮美術館を借り切っての式典、落語

会、懇親パーティーと盛り沢山な一日でした。  

⚫ 南東アジア区・区大会 

5 月 24 日（金）～26 日（日） 

香港、マカオ、タイ、シンガポール、マレーシア、

バングラデシユ、ミャンマー、モンゴル、カンボジ

アからなる南東アジア区の区大会に出席し、次期区

理事、部長たちの就任式を執り行ってきました。 

 
これからの予定 

・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     

・6/19(水)東京町田スマイリングクラブ 6 月例会 

・6/22(土)～23(日)西日本区大会 京都 

・6/28(金)区 EMC 推進委員会(石田､深尾､伊藤) 

YMCAニュース      担当主事：小野 実 

◆第 17 回東京 YMCA 会員大会報告 

5 月 25 日「第 17 回東京 YMCA 会員大会」が山手コ

ミュニティーセンターにて開催されました。2018 年

度ボランティアオブザイヤーに選出されたのは「liby

チャリティーコンサート実行委員会」でした（=写真）。 

会員同士のよき交流の会となりました。お支えくだ

さった会員ボランティアの皆様に感謝申し上げます。 

  
◆第 22 回会員芸術祭 

6 月 22 日（土）オープニングセレモニー 

開催期間：6 月 24〜29 日 東陽町センター 

◆YMCA 保育園ねがい開設 

7 月 1 日(月)から運営が始まります。先立って 6 月

29 日(土)開所式が行われます。 

住所：東京都世田谷区船橋 6-26-5-101 

◆その他の予定 

・8 月 24 日(土)東京 YMCA 夏まつり東陽町センター 

・9 月 14 日(土) 国際協力一斉街頭募金 新宿駅 

・9 月 23 日(月・祝) 第 33 回インターナショナル・ 

チャリティーラン 都立木場公園 

東京 YMCA第 17回会員大会に参加して 

5 月 25 日（土）、新装なった山手センターで開催さ

れ、表彰や年間報告、山手センターを含めた会館の

お披露目、会員の交流などの議事・イベントが予定

通り実施されました。当日は、会員、リーダー、職

員等約 100 名が集い、当クラブからは、小野、綿引

の 2 名が参加しました。当日は、各ワイズメンズク

ラブのメンバーや東京 YMCA の関係者の交流の場

となり、楽しい時間を過ごすことができました。 

（綿引記） 

 
当日、山手センターで東新部役員引継ぎ会があり、

一緒に写真(中村さん､綿引さん､伊藤､蔵知さん)。(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 


