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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 

 

2019 年 
11月号 

（第 40号） 

今月のことば 
「どんなに悔いても過去は

変わらない。どれ程心配した

ところで未来もどうなるも

のでもない。今、現在に最善

を尽くすこと」松下幸之助 
    （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：ワイズ理解、FF (Family Fast：家族、友人にも TOF運動を呼びかけて行う献金) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

巻頭言 「警戒レベルを意識しましょう」 
 

10 月 12 日の台風 19 号は、多摩川

の堤防決壊や日野橋陥没など、多

摩地域にも大きな被害をもたらし

ました。今回、多摩地域では警戒

レベル 4 の避難勧告が発令された

地区もありました。警戒レベルと

は、水害・土砂災害に対する防災

気象情報と避難情報の発令タイミ

ングを、5 段階にまとめた内閣府の新制度で、「平成

30 年 7月豪雨」の際に、避難勧告の緊急性が住民に

伝わらなかった反省から設けられました。このレベ

ルが 3 になると、住民に避難が呼びかけられます。

レベル 3 は「避難準備および高齢者等の避難開始」、

レベル 4 は「避難勧告（住民全員の避難開始）」。レ

ベル 5 は道路冠水や土砂崩れで避難が困難になると

想定される「既に災害が発生している状況」です。

天気予報で大雨が見込まれる場合、避難情報に注意

しましょう。また、避難場所や避難経路の事前確認

も大切です。市区町村では、自然災害の危険区域を

「防災マップ」として公開しており、「市区町村（例：

多摩市）＋防災マップ」で検索可能です。 

 ワイズメンの奉仕活動は、身の安全を確保できてこ

そ可能になります。「自らの命は自らが守る」という

意識を持ち、日頃から備えていただくようお願いし

ます。              （小早川浩彦） 
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 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  (今年度累計 oｇ) オークション  8,000円 

 (内広義会員2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  8,000円) 

例会出席14名  メネット     1名 ぽんぽこファンド      0円 スマイル          0円 
  ゲスト・ビジター 1名 (今年度累計16,323円) (今年度累計 12,396円) 

11 月例会プログラム 
日時：11 月 5 日(火) 18:30～20:30 

会場：ベルブ永山 3 階講座室 

司会：小早川浩彦  受付：真藤広子  

＊開会点鐘         深尾会長 

＊ワイズソング        一同     

＊今月のことば       小早川浩彦  

＊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､ｼｪｱﾏｲﾝﾄﾞ､多摩社協) 

＊会食 

＊今月のスピーチ 原谷幸雄さん 

｢年金額をどのように増やしたらよいか｣ 

＊近隣クラブとの連携 

＊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 
(お願い) 

使用済み切手、少しでも結構ですので、ありましたらご持

参ください。 

2019～2020 年度 主題 
 

クラブ会長 深尾香子「等身大を究めよう」 
 

東新部部長 小川圭一(東京世田谷) 「心を尽くして、YMCA のために。」 

東日本区理事 山田敏明(十勝) 「勇気ある変革、愛ある行動！」 

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 Jennifer Jones (オーストラリア)「より良い明日のために今日を築く」 

 

《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 

11 月の Happy Birthday / Happy Anniversary 

《誕生日》メネット 田中直美(6 日)、石田貞子(27 日) 

《結婚記念日》安藤愼次(28 日) 
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10月例会報告 
10 月 1 日（火）、10 月例会がベルブ永山 4 階学習室

にて開催されました。司会は、小野さん、「今月のこ

とば」は小早川さんが務めました。 

冒頭、このたび東京都議会議長の重責に就かれた石

川さんのご挨拶がありました。各チーム報告、ロコ

モコ丼の夕食の後は、2 人のメンバーがスピーチを

行い、石田さんからは「シェアマインドとのコラボ

事業の次なる課題」としてクラブの今後の CS 活動

についての発題があり、「歌声ひろば」、高齢者向け

の食事会、健康サロンなどのアイデアが披露されま

した。真藤さんからは、バザーについての提案があ

り、話し合いの結果、会場は立川の「クレバリーホ

ーム」のモデルハウス、開催時期は来年 2 月とし、

近隣クラブにも声を掛けることなどが決まりました。 

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、8,000 円の売り上げがありました。                       

（田中記） 

《出席者》：「メンバー」12 名：石川、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「ゲスト」：1 名：松本

靖子 

10月第 2例会（役員会）報告 
10 月 7 日（月）19:00 から、ベルブ永山 3 階講座室

にて10月第2例会が開催されました。審議事項にて、

12月例会の幹事を石田さんと真藤さんが担当される

ことに決まりました。他にも、2020 年度東新部部大

会の実行委員長選出、次年度役員選出のための話し

合い、11 月 4 日に行われる YMCA 西東京秋まつり

における出品内容の確認ならびに他クラブとのコラ

ボ展開の検討、石田さんによる当クラブの運営改善

に向けた収益体制見直し提案などが行われました。 

（小早川記） 

《出席者》「メンバー」7 名：石田、伊藤、小野、小
早川、真藤、深尾、綿引 

今月のスピーカー 

原谷
は ら や

 幸雄
ゆ き お

 さん 
社会保険労務士 

 

《テーマ》 

｢年金額をどのように増

やしたらよいか｣ 

 

《プロフィール》昭和 46年小樽商大卒業後、安田火

災海上保険（株）（現 損害保険ジャパン日本興亜）

に入社。国内営業部門、損害査定部門を歩いた後、

代理店会社に出向。在職中に社会保険労務士資格取

得。2010年、社会保険労務士事務所開業。これまで、

武蔵野市役所、三鷹市役所において社会保険労働保

険関連の市民相談を担当。主に、障害年金（特に精

神障害）相談・申請が専門分野｡ 

当クラブ石田孝次さんの友人 

 

《スピーチ内容》年金の基本的な仕組み（老齢年金

を中心として）、年金額の繰上げ受給（減額）と繰下

げ受給（増額）の仕組み、年金額の増額方法、実際

の手続きなどについてお話ししたいと思います。 

                       

 

多摩社協「福祉フェスタ」に参加して 

10/20(日)、多摩市社会福祉協議会主催「福祉フェス

タ」が今年も 90 を超える活動発表、体験、販売ブー

スという形で市内の社会福祉法人、ボランティア、

関係する企業、専門家によって開催されました。  

東京多摩みなみクラブは、今年度からこの社会福祉

協議会に登録し、地域貢献の幅を広げていこうとし

ており、第一歩として、他団体の活動を知るために、

ボランティア連絡会で毎月情報交換をしています。

連絡会では、会費納入が無く、その代わりにこの場

で長年模擬店（熱々の焼き餃子）を出し運営資金を

捻出しています。この共同作業は、約 30 のジャンル

の違うボランティアグループと過ごしながら、懇親

を深め、互いの活動に興味を持つ機会となります。

店では例年通り、時間経過と共に予約が入り始め、

店頭での対面販売も動き出して、予測した時間

(12:30)には、販売予定数の 125 食を完売し、皆の談

笑と共に閉店、片付けも入れて、13:00 過ぎには撤収

しました。当クラブからは滝口さん、峰岸さん、深

尾が参加しました。          （深尾記） 

x-apple-data-detectors://0/
x-apple-data-detectors://1/
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ぽんぽこ農園だより 
11 月 4 日の東京 YMCA 西センター主催の秋まつり

に提供するために栽培している白菜、大根、キャベ

ツは、2 度の大型台風の

襲来にも耐え、ネットの

中で窮屈ながらもすく

すくと育っていました。

加えて、半年かけて育て

てきた里芋とサツマイ

モも同時期に収穫し、秋

まつりに出店販売しま

す。それに先立って、天候が安定しない中、10 月 21

日(月)にサツマイモの収穫作業を行いました。 

参加者は、田中、

真藤､井上､石田

と助っ人の佐々

木さんの 5 名で

す。昨年とは打っ

て変わって丸々

と太った大粒の

サツマイモがた

くさん採れまし

た。焼き芋パーテ

ィーは叶いませ

んでしたが、秋ま

つりのメインの

食材として完売

することを願っ

ています。 

（石田記） 

 

ペタペタの会＆秋まつり 
東京 YMCA 西東京センターの秋のイベント、「ペタ

ペタの会」が 11 月 2 日（土）に、「秋まつり」が 11

月 4 日（月／振替休日）に行われます。 

 
「ペタペタの会」は清瀬市にあるハンセン氏病患者

の収容施設「多磨全生園」および「国立ハンセン氏

病資料館」を訪ね、この病気への偏見の歴史を再確

認するとともに、酷い扱いを受けた患者さんたちの

人生を思う時を持ちます。当日は西武新宿線東村山

駅東口に 11 時集合で、参加費無料です。 

 
「秋まつり」は地域の皆さんに YMCA を知ってもら

い、交流の場をもつイベントです。例年通り国立市

にある東京 YMCA 医療福祉専門学校にて開催され、

当クラブは毎年ぽんぽこ農園の採れたて野菜の販売

を行います。クラブ会員全員参加でこのイベントを

盛り上げたいと思います。       （綿引記） 

 

 

 

台風 19号・15号被災地支援募金 

ポジティブネット YMCA募金 
9 月 9 日に千葉県を中心に猛威を振るった台風 15

号、そして、10月 12日に関東地方と福島県を縦断し

た台風 19 号により、広域にわたり甚大な被害が出て

います。台風 19号の被害による死者は 80名を超え、

不明者も数多くいます。堤防の決壊は 53河川・73か

所に上り、土砂災害や河川の氾濫など、今も予断を許

さない状況が続いています。ワイズメンズクラブは、

YMCA に呼応して、被災地でのボランティアワーク等

の支援はもちろんのこと、中長期的な視野に立って、

被災者の方々に寄り添い続けます。コミュニティの復

興支援を目指し、全国のネットワークや特性を活かし

た活動を展開しています。ワイズメンズクラブ国際

協会東日本区では、日本 YMCA 同盟が募るポジティ

ブネット YMCA 募金への協力を決定しました。各ク

ラブにおいても、この募金への取り組みを進めまし

ょう。 
（ワイズメンズクラブの送金先は次のとおりです。） 

口座名 ワイズメンズクラブ国際協会東日本区 

送金先 ゆうちょ銀行からは  

口座記号番号 00110-0-362981 

他の金融機関からは 

ゆうちょ銀行 019 支店（当座）362981   
＊ポジティブネットとは、「互いの存在や個性を認め合い、高

め合うことができる、善意や前向きな気持ちによってつなが

るネットワーク」のことです。日本 YMCA 同盟が 2017 年に

ブランドコンセプトとして示しました。     （伊藤記） 

                        

くにたち秋の市民祭り 
11 月４日（月・祝）9:00～16：00、YMCA 秋まつ

りと併行して、「国立天下市」に連動して「市民祭り」

が開催されます。出店場所は一橋大学前緑地帯 16 番

ブース、出店内容は、 東京 YMCA 西東京コミュニ

ティセンターの PR のため、東京武蔵野多摩、東京

八王子、東京多摩みなみの 3 クラブ合同で、フリー

マーケット、 野菜・ぽんぽこクッキー販売を行いま

す。当クラブの出店時間は 12:00～16：00、 雨天の

場合は中止です。           （深尾記） 

 

ぽんぽこクッキー作り 
11月 4日の「秋まつり」

に向けて、ぽんぽこク

ッキー（当クラブの手

作りクッキー）作りを

10 月 28 日（月）18 時

からベルブ永山調理室

で行いました。出席メ

ンバーは深尾、真藤、

滝口、峰岸、井上、石

田、そしてシェアマインドの松本靖子さんでした。 

 （石田記） 

x-apple-data-detectors://8/
x-apple-data-detectors://9/
x-apple-data-detectors://6/
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東新部部大会 11/3(日)に延期！ 
大型台風 19 号が、部大会開催を予定していた、まさ

に 10/12(土)に上陸するということで、部大会の延期

を余儀なくされました。日時は、11 月 3 日(日)14:00

～16:00 となりました。        （深尾記） 

 

2020年在京ワイズ合同新年会 
在京ワイズ合同新年会の案内が届きました。日程等

は、下記のとおりです。今回のホストは、東京クラ

ブです。プロモーション活動として、在京クラブの

11 月例会訪問が予定されています。   （深尾記）   

■日時：2020 年 1 月 11 日（土）14:00～18:00  

■会場：東京 YMCA 社会体育・保育専門学校他 

■会費：5,000 円 

■プログラム 

 14:00～14:15 第 1 部 礼拝 (社体専・演習室) 

 14:15～14:30 第 2 部 挨拶 (〃) 

 14:30～16:30 第 3 部 映画鑑賞「大地の詩」(〃) 

 17:00～18:30 第 4 部 懇親会 （YMCA ホール） 

 

Change! 2022推進ニュース 
【「Change! 2022」は、ワイズ創立 100 周年となる 2022 年を

ゴールとする東日本区の会員増強運動です。目標とする人数

は、1997 年に東日本区が発足した時の会員数 1,246 名です。

各クラブの数値目標も示されました。毎月ニュースを発行】 

7 月 1 日時点の会員数は 849 名でしたが、9 月まで

に 26 名の入会者があり、9 月末現在では 875 名とな

っています（10 月入会者もありますので、さらに増

えていると思います）。東日本区の 61 クラブの合計

増員目標はプラス 274 名（クラブ平均 4~5 名の増員）。

ちなみに、当クラブは現在 14 名で 2020 年までに 6

名増の 20 名を目標にしています。工夫し合い、会員

増強に努めましょう。    

           （Change! 2022 推進委員 伊藤） 

これからの予定 
・11/8 (金)  Change! 2022 推進委員会＠四谷 

・11/10(日)  ワイズデー（別掲） 

・11/11(月)  11月第 2例会＠ベルブ永山講座室 

・11/11(月)  第 2回東新部役員会 

・11/16(土)  ＊東新部評議会＠東京 Y本部・西早稲田 

・11/30(土)  ワイズメネットのつどい＠毛呂教会 

・12/3(火)   12月特別例会（会場は検討中） 

＊上記 11/16(土)の第 2回東新部評議会は 13:30 から

開催されます。出席は会長、書記、会計です。代理

出席が可能です。11 月例会で出席を確認します。次

期部大会実行委員長に深尾さんが選出される予定で

す。 

YMCAニュース 担当主事：小野 実 

YMCA 運動推進へのご協力に感謝いたします。主な

イベント予定は下記の通りとなります。 

◆台風 19 号・15 号被災地支援について 

日本各地に甚大な被害をもたらした台風被災地支援

について、日本 YMCA の支援活動をご報告いたしま

す。日本 YMCA 同盟では、被災地支援を目的として

「台風 19 号・15 号被災地支援ポジティブネット

YMCA 募金」を行っています。募金期間は 2019 年

10 月 17 日(木)～2020 年 3 月 31 日(火)です。 

東京 YMCA では各コミュニティーセンターを中心

に街頭募金を予定しています。 

◆YMCA/YWCA 合同祈祷週礼拝 

世界の YMCA/YWCA では毎年 11 月に合同祈祷週

を定め、同時に祈りの時を持ちます。日本では下記

のとおり礼拝を行います。 

日時：11 月 14 日(木)18:30～20:30（礼拝と懇親会） 

場所：在日本韓国 YMCA 

メッセージ：「光はどこにあるのか」渡邊さゆり牧師

（日本バプテスト神学校教務主任） 

(ジェンダー平等に向けた若い女性たちによる権力構造

の変革についてのメッセージと祈りの時となります) 

 

ワイズデー（Y’s Day）11.10 
1928 年 11 月 10 日。この日、初めて日本のワイズメ

ンズクラブ（大阪クラブ）が国際協会に加盟(チャー

ター)されました。これを記念して日本のワイズでは、

11 月 10 日を「ワイズデー」として、「ワイズメンズ

クラブ運動が、YMCA と協働しながら、人類が地球

上で平和に幸福に共存して行くために必要な社会的、

精神的環境をつくるとともに、そうした環境をつく

り出して行くことができる人間の育成をすること」

(「日本ワイズメン運動史」から引用)という初心を忘

れないようにしています。ちなみに、1930 年 2 月に

神戸クラブ、同年 12 月に横浜クラブ、1931 年 2 月

に東京クラブが加盟しています。戦後は 1947 年以降、

全国にワイズメン運動が盛んになっていきました。 

今年のワイズデーは、Change! 2022 運動を覚えて、

会員増強やクラブエクステンション(新クラブ設立)

を考える機会となれば良いと思います。 （伊藤記） 

 

編集後記 9 月から 10 月にかけて、異常気象が続い

ています。気候変動がもたらす現象と見られていま

す。とくに台風に伴う豪雨災害は未曾有の被害をも

たらしています。被災された方々への支援が急務と

なっています。一日も早く日常生活が取り戻される

ことを祈るばかりです。支援募金も進めたい。伊 

 

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 

x-apple-data-detectors://0/
x-apple-data-detectors://3/
x-apple-data-detectors://4/
x-apple-data-detectors://5/
x-apple-data-detectors://6/

