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東京多摩みなみワイズメンズクラブ 
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2019 年 
12月号 

（第 41号） 

今月のことば 
「勤勉にして誠実な国民性。 日

本はよい国である。こんなよい

国は世界にもあまりない。だか

ら、このよい国をさらによくし

て、みんなが仲よく、身も心も

豊かに暮らしたい」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：ＥＭＣ／ＭＣ (Extension, Membership & Conservation の中でとくに M & C を強調) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

巻 頭 言 

  

私にとっての Y's メンズクラブは、

当初思い描いていたものとは日を

追う毎にかけはなれてきている。  

YMCA と関わりのある以上根底

にキリスト教の教え、精神がある

ことは理解しているが、余りにも

宗教色が前に出てはいないだろう

か？多くのクラブで慣例化されて

いる、讃美歌にも使われている旋律、聖句、祈祷な

ど、誰でも歓迎と言いながらまるで教会の礼拝を思

わせるようなことに、果たして外部の人に受け入れ

られるであろうか？厳格なクリスチャンホームに生

まれ、日曜学校、ミッションスクール、教会での生

活しか経験がなかったが、社会人になり仕事の関係

上、一万人以上の人と知り合うことで、何と自分の

考えが狭かったことかと恥ずかしく思った。歴史あ

る Y's にはクリスチャンの方が多く、「Y's はこうあ

るべき❗️」の考えを強く押し出されることに、クリ

スチャンの私でさえ嫌悪感を覚える。Change!2022

を掲げるならば、根本の考え方から Change すべき

であろう。キリスト教の精神を大切に活かすことと

キリスト教を前面にだすことは全く異なると思う。

全ての人を受け入れると言うことは、無色、ニュー

トラルである必要があるのではないか。(真藤広子) 

 

 
11 

月  

例

会 

  

出

席

内

訳 

 メンバー     8名 BF ファンド 

在籍14名  メーキャップ 3名 切手  440 g (今年度累計  440ｇ) オークション     0円 

 (内広義会員2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  8,000円) 

例会出席10名  メネット     1名 ぽんぽこファンド 18,723円 スマイル    14,600円 
  ゲスト・ビジター 1名 (今年度累計35,046円) (今年度累計  26,996円) 

12月特別例会プログラム 
日時：12 月 3 日(火) 18:30～21:30 

 

【第 1 部】18:30～19:15 

会場：ベルブ永山 3 階講座室 

司会：真藤広子  受付：滝口恵子  

＊開会点鐘         深尾会長 

＊今月のことば       滝口恵子  

＊ゲスト･ビジター紹介    会長 

＊会長挨拶          

＊今月のスピーチ 渡辺大輔さん 

｢クラブ活性化のための Facebook｣ 

＊閉会点鐘          会長 

 

（移動） 

 

【第 2 部】19:30～21:30 

   会場：牛角（永山店） 

   司会：石田孝次 会計：綿引康司 

   会費：4,000 円 
(メン・メネットはクラブ会計から一部補助あり) 

   

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 

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5日（火）18:30から、ベルブ永山3階講座室にて

11月例会が開催されました。司会は小早川、受付と

「今月のことば」は真藤さん、開会点鐘は、深尾会

長の欠席に伴い、伊藤副会長が代行されました。冒

頭、11月3日の東新部大会と4日のYMCA秋まつりに

参加した小早川が概要を報告。チーム報告では石田

さんが秋まつりの野菜とクッキーについて説明。ま

た、滝口さんが10月20日の多摩社協イベント「福祉

フェスタ」参加の感想を述べられました。夕食はそ

ぼろ丼と抹茶のロールケーキでした。 

ゲストスピーチでは、社労士の原谷幸雄さんが「年

金額をどのように増やしたらよいか」をテーマに、

年金の基本的な仕組みや、繰上げ受給の手続きなど

を手作りの資料を基にご説明されました(写真右側)。 

今月のスマイル献金は、台風19号被害の救済を目的

とし、集まった14,600円に端数分を加えた15,000円

を、YMCA募金に寄付しました。  （小早川記） 

《出席者》「メンバー」8 名：石田、伊藤、小野、小

早川、真藤、滝口、田中、綿引、「メネット」1 名：

田中、「ゲスト」1 名：原谷幸雄 

11月第 2例会（役員会）報告 
11 月 11 日（月）19:00 から、ベルブ永山 3 階講座室

にて 11 月第 2 例会が開催されました。報告・確認事

項では、「YMCA 秋まつり」と「くにたち秋の市民

まつり」参加の収支確認および振り返りを実施。ま

た、2 月のバザー用チラシ案、11 月例会のゲストス

ピーカー原谷さんを年金相談アドバイザーとして迎

えることが承認されました。また、12 月例会のプロ

グラムと参加費も整理しました。   （小早川記） 

《出席者》「メンバー」8 名：石田、伊藤、小野、小

早川、真藤、滝口、田中、綿引、「ビジター」1 名：

大輪（東京武蔵野多摩クラブ） 

今月のスピーカー 
 

渡辺 大輔 さん 
東京武蔵野多摩クラブ会員 

 

 

《テーマ》 

｢クラブ活性化のための Facebook｣ 

 

《スピーチの概要》 

・Facebook の始め方、投稿の仕方 

・Facebook を使ったクラブ・活動の紹介の仕方 

・Facebook ページの活用方法について 

 

《プロフィール》 

1981 年 6 月生まれ。2000 年頃友人の紹介でワイズ

のユースクラブを知り、ユースの活動を開始する。

2002 年(オーストラリア)、2004 年(インドﾞ)IYC に

参加。2007 年 6～8 月には、STEP プログラムにて

ノルウェー、フィンランドを訪問。2008 年 6 月、ワ

イズ・ユースクラブ東京-Y3 チャーターメンバー

（2018 年 6 月解散）。2013 年 10 月、東京武蔵野多

摩クラブ入会。2013-14 チーム未来メンバー、

2018-19 東日本区広報・伝達（PR）専任委員、2019-20

ユース事業主任。2019～Change!2022 委員。仕事は、

炉の製造・販売。 

 

東新部部大会に参加して 
台風 19 号の悪天候により延期を余儀なくされた部

大会は、11 月 3 日(日)銀座ライオンにて開催されま

した(＝写真)。参加者は 72 名。大会テーマは「歌声で

つなごう、ふるさとを」でした。歌声広場等の名称

で、沢山の地域で開催されている高齢者向けの居場

所作り事業が、ワイズを一つの起源としていること

は、一般社会に向けても、大いに誇りとすべきこと

です。し

かし事例

発表によ

ると、参

加者は増

えても、

運営協力

者はなか

なか見つからないとのこと。一方で、東新部エリア

には音楽大学が沢山あり、アウトリーチ事業を立ち

上げて、地域貢献を実施していますので、この有意

義な活動に協働を呼び掛けることは、部、クラブ共

にＣＳの種になり得ます。当クラブの出席は、小早

川、田中夫妻、深尾の 4 名でした。（感想：それにし

ても参加費 6,000 円は辛い（泣）。昨年のような安価

な開催を願います。）         （深尾記）                                                                                                      

夕食のそぼろ丼 
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ペタペタの会 参加報告 
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）に開催されました。今回は清瀬

市にあるハンセン氏病患者収容施設「多磨全生園」と併

設される「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、秋の武蔵野をのん

びりと歩きながら親交を図り

ました。 

当日は好天に恵まれ、西武

線東村山駅に 11 時集合、

色付きはじめた桜並木を通

り、約１時間で「多磨全生

園」に到着。園内を散策し、

食堂で地元名物「黒焼きそ

ば」を食した後、資料館へと向かいました、館内でのビデ

オ視聴や資料展示見学を通して、いかに患者が酷い扱

いを受けてきたか、そしてそのような環境の中で患者は

どのように生きてきたを知ることができ、記憶に残る一日

となりました。                    （綿引記） 

「西東京センター秋まつり」、「くにたち秋の市民まつり」  

11 月 4 日(月､祝)、「東京 YMCA 西東京センター秋ま

つり」および「国立天下市」に連動して「くにたち

秋の市民まつり」が開催され、当クラブが参加しま

した。以下は、その報告です。 

《当クラブからの参加者》石田、小早川、真藤、田

中夫妻、峰岸、深尾、綿引、 

 

野菜マルシェ編 

国立市谷保の東

京 YMCA 医療

福祉専門学校で

開催された「東京

YMCA西東京セ

ンター秋まつり」

に、今年も当クラ

ブは、ぽんぽこ

農園の収穫物を「野菜マルシェ」として販売いたしました。

朝 9 時に集合し、ブース、販売物等（今年は里芋、さつ

ま芋、大根、手づくりクッキー、銀杏（綿引さん提供））の

準備を行い、11 頃から販売を開始しました。思ったより

外部からの来訪者が集まらず苦労しましたが、夕刻まで

には全て完売し、収益の約半分を「YMCA ユースボラン

ティアリーダー養成募金」に献金することができました。 

（田中記） 

お休み処編 

西東京センターメンバーと東京多摩みなみクラブの

初のコラボ事業となった「東京 YMCA 西東京センタ

ー秋まつり」への「お休み処～さむらい・てぃ・る

ーむ」の出店は、東京武蔵野多摩クラブの卓話を聴

いてくれた職員やリーダーから「秋まつりでも、や

って！」と私に声がかかったことから始まりました。

我がぽんぽこ

農園産さつま

いもは、いく

つもの試作品

を食べ比べて、

これこそお客

様に提供した

い！と決めた味になり、専門学校の調理室で何人も

が関わって完成！会場の設営、店の看板にも知恵を

出し、口コミも功を奏して、ご来場者は前回に比べ

倍以上となりました。皆に感謝！   （深尾記）   

くにたち秋の市民まつり編 

「くにたち秋の市

民祭り」に、東京武

蔵野多摩クラブと

共同ブースで、「野

菜マルシェ」と同様

に、ぽんぽこ農園の

収穫物等を販売し

ました。初参加でし

たが、来場者の数に

驚かされました。「西東京センター秋まつり会場との

間を行ったり来たりで 4 往復、8km を歩き、いささ

か疲れました。野菜は、場違いで売れ残ると思いま

したが、完売できほっとしました。   （石田記） 

チャリティバザーのお知らせとお願い 
東京多摩みなみクラブでは初めての試みとしてバザ

ーを下記のとおり開催することになりました。売上

金の一部を台風 19 号で被害を被った地域への支援

に充てます。クレバリーホームモデルハウスを一棟

借り上げます。お馴染みのクッキーとお茶のコーナ

ーも設けます。是非皆様のご協力をお願い致します。

身の回りに使用していないもの、贈答品等々ないで

しょうか。そろそろ断捨離をお考えの方、この機会

をご活用下さりご寄贈願えれば幸いです。 

＊日時：2020 年 2 月 11 日(火)祝日 12 時～16 時 

＊場所：多摩モノレール立飛駅そば ABC ハウジング

ワールド内  NO.4      （真藤記） 

10月特別例会報告 
10 月 30 日(水)19:00 から、ベルブ永山 4 階学習室で

特別例会を持ちました。時限性の高い 3 つの案件に

ついて話し合い方針を決めました。①YMCA 秋まつ

りと国立市の市民祭りの最終準備、役割分担、集合

時間の確定。②Change!2022 キャンペーン実施に伴

う当クラブの活動状況を、Facebook を活用して対外

的に情報発信し、会員の増強に繋げることを狙い、

そのためにクラブとしてのアカウントを取得。担当

窓口を決め、スタートに必要な諸準備の確認。③東

日本区からの災害緊急支援活動に伴う寄付金対応に

ついて 11 月例会時にスマイルに替えて個人および

クラブとして協力することが決まりました。出席は

深尾、石田、真藤、伊藤の 4 名。   （石田記） 

x-apple-data-detectors://8/
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第 2回東新部評議会の報告 
11月 16日(土)13:30から、東京YMCA本部会議室(西

早稲田)にて、第 2 回評議会が開催されました。定足

数18名のところ26名が出席、当クラブからは石田、

伊藤が出席しました。重要案件である次々期部長指

名、次期役員承認が未確定ということで見送られま

した。議題は、部大会の報告(会計報告を含む)、部長

活動報告、台風 19 号・15 号被災地支援募金の各ク

ラブへの協力呼びかけと東新部から 2万円(予備費か

ら)の献金、各事業主査等の報告、各クラブ報告がな

され承認されました。なお、次期部役員の中で、当

クラブ選出の部大会実行委員長深尾香子さんは、全

会一致で承認されました。当クラブの活動報告は石

田さんが、CS 活動としてシェアマインドとの協働な

どについて報告されました(＝写真)。  （伊藤記） 

 

2020年在京ワイズ合同新年会 
在京ワイズ合同新年会が下記のとおり開催されます。

今回のホストは東京クラブです。   

■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） 

■申込締切 2019 年 12 月 20 日(金) 

出来る限り WEB サイトからのお申込をお願いいた

します。http://zaikyo2020.cart.fc2.com 

メール pine@jep.org での申込みも可能です。 

 

Change! 2022推進ニュース 
Change! 2022 ニュースが毎月 15 日に配信されてい

ます。すでに 5 号(11 月号)になります。シンポジウ

ムが下記のように開催されます。 

日時：2020 年 2 月 1 日(土) 13:00～16:30 

会場：東京 YMCA 社会体育・保育専門学校 

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 号被災地支援ポジティブネット

YMCA 募金 

募金期間：10 月 17 日(木)～2020 年 3 月 31 日(火) 

ワイズメンズクラブの皆さまは、ワイズ東日本区事

務所にご送金下さい。 

・東京 YMCA では賛育会と協働で長野県の支援を始

めています。 

◆新春特別午餐会 

｢サッカーにおけるスポーツマンシップ｣金田喜稔氏 

第 733 回東京 YMCA 午餐会では、元サッカー日本代

表の金田喜稔氏を招いてお話をいただきます。金田

氏は日本代表歴代最年少得点ゴール記録を持つなど、

早くからその才能を開花させ、国際 A マッチ 58 試

合に出場し活躍されました。現在は日本サッカー名

蹴会会長として日本サッカーの指導・普及活動に努

めておられます。 

日時：2020 年 1 月 23 日(木)12：00〜13：00 

会場：学士会館 

参加費：4,000 円（昼食付） 

お問合せは東京 YMCA 会員部 03-6302-1960 

 

ぽんぽこ農園だより 
11月 20日(水)13:30～16:00、玉ねぎ、にんにくの植

え付け作業を行いました。  

参加者：藤田、石田、井上、佐々木、伊藤 

ワイズ「祈りの輪」12.8 

12 月 8日はワイズ「祈りの輪」の日として、世界中

のワイズが共に祈りの時を持つことを推奨していま

す。この日はワイズメンズクラブの創始者 P.W.アレ

キサンダーの誕生日です。午後 8 時にそれぞれの国

のワイズメンが地球上で手を繋ぎ合うことを願うこ

とから「祈りの輪」と名づけられています。(伊藤記) 

これからの予定 

・12/8 (日)ワイズ「祈りの輪」の日 

・12/9(月)第 2例会 

・2020/1/7(火) 1月例会 ＠ベルブ永山講座室 

・1/10(金)後期半年報締切 

・1/11(土)在京ワイズ合同新年会  

・1/14(火)第 2例会 

 

編集後記 

今年も師走になりました。台風で被災された方々の

越冬はさぞ厳しかろう。祈るしかない自分。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 
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