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東京多摩みなみワイズメンズクラブ 
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2020 年 
２月号 

（第 43号） 

今月のことば 
「岩の上に自分の家を建てた賢

い人、砂の上に家を建てた愚か

な人」新約聖書             

マタイ７章 24～27 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：TOF (Time of Fast：断食のとき) 
「世界の貧困、病苦等に苦しむ人々を支援するため、食事を抜いて(当クラブ 2 月例会は節食)して、その分の金額を献金します。」   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ワイズメンは「理想主義者」 

あと3年足らずで、ワイズメンズクラブ

国際協会は、創立100周年を迎えま

す。1922年 11月 22日、アメリカ・ニ

ュージャージー州アトランティックシ

ティーにて 17クラブ、65名の参加に

より第 1 回国際大会が開催され、こ

の日、国際協会が正式に発足しまし

た。オハイオ州トレドで初めてのワイ

ズメンズクラブがポール・ウイリアム・アレキサンダーのリ

ーダーシップによって誕生してから 2年後のことでした。  

その国際大会の会場には 2 つの大きな垂れ幕が掲げら

れていました。ひとつは、「若者は夢を見る」であり、もう

ひとつは「夢なき人々は滅びる」でした。これは、ワイズメ

ンズクラブの会員が、最も大切にしていかなければなら

ないことであり、今も、入会式式辞、役員就任式式辞でも

述べられているワイズメンは「理想を持つ」こと、「理想主

義者である」ことを示しています。ワイズメンズクラブ国際

協会、アジア太平洋地域そして東日本区では 100 周年

を目指し、大きな理想を持ち、様々な取り組みを進めて

います。皆さまも、きっと新年にあたって、仕事や家庭そ

してワイズのことなど、さまざまなことについて今年の目

標を立てられたことと思います。ぜひそれらの夢を大切

にしていただき、やがてそれらの実現が叶うことをお祈り

いたします。    （アジア太平洋地域会長 田中博之） 
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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 1名 切手 407 g (今年度累計  847ｇ) 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15名  メネット     1名 ぽんぽこファンド      0円 スマイル     7,355円 
  ゲスト・ビジター 3名 (今年度累計35,046円) (今年度累計  34,351円) 

2 月例会プログラム 
日時：2 月 4 日(火) 18:30～20:30 

会場：ベルブ永山 3 階講座室 

司会：田中博之  受付：藤田 智  

＊開会点鐘         深尾会長 

＊ワイズソング        一同     

＊今月のことば       藤田 智  

＊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（TOF を覚えて軽食） 

＊クラブ･ディスカッション 

「楽しいワイズライフのための話し合い」 

＊チャリティーバザーについて 

＊チーム報告(農園､シェアマインドﾞ､多摩社協) 

＊ハッピーバースデイ/アニバーサリー 

＊スマイル 

＊YMCA の歌          一同 

＊閉会点鐘          会長 

   

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 

2 月の Happy Birthday / Happy Anniversary 

《誕生日》小早川浩彦(12 日) 井上富子(15 日) 

伊藤幾夫(17 日) 

メネット：安藤久美子(11 日) 

《結婚記念日》小早川浩彦(17 日) 
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1月例会報告 
1月7日（火）18:30から、ベルブ永山3階講座室にて1

月例会が開催されました。司会は滝口さん、受付と

「今月のことば」は田中さんでした。会計報告では、

一人当たり会費の月間支出内訳一覧表を提示し、認

識の共有を図りました。夕食はカレーライスでした。 

ゲストスピーチは、東京YMCA会員部・コミュニテ

ィー事業部統括の中里敦さんによる「台風19号・15

号被災地支援≪長野県長野市北部・報告≫」です。

中里さんが現地にておこなわれた、ボランティア受

付や民家の清掃といった支援活動と感想を、ご報告

いただきました。 

また、来期に向けて次期クラブ役員の承認が行われ

ました。              （小早川記） 

《出席者》「メンバー」11 名：安藤、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」1 名：田中、「ビジター」3 名：小口

多津子、中里敦、長谷川あや子（東京八王子クラブ） 

 

1月第 2例会（運営会議）報告 
1 月 14 日（月）19:00 から、ベルブ永山 3 階講座室

にて 1 月第 2 例会が開催されました。報告・確認事

項では、Change!2022 にて目標としている 4 本柱に

ついて、石田さんにご説明いただきました。審議事

項では、2 月 11 日のバザーに向けた準備確認、東京

YMCAにほんご学院スピーチコンテストの支援継続

の決定、そして 2 月例会のクラブディスカッション

で取り上げる課題の整理と、当日の意見交換にあた

っての方針を整理しました。（小早川記） 

《出席者》「メンバー」7 名：石田、小野、小早川、

真藤、滝口、深尾、綿引 

在京ワイズ会長会に参加して 

1/11(土) 午前中、東京 YMCA（東陽町）で開催され

た「在京ワイズ会長会」に出席して来ました。 

YMCAとワイズとの良好な関係を築くことをテーマ

に集まるこの会は、各クラブ会長、YMCA 職員、会

員部役員と 30 名程の規模で行われます。以前はそ

れぞれの報告会の色が強かったところ、歴代の会長

達の強い要望で、皆が自由に意見を持ち寄る事の出

来る機会へと大きく舵を切りました。挨拶もそこそ

こに、次第は協議へ。5 つの島を夫々に囲み、緊急

性、課題、具体策を話し合いました。私のところは

東京センテニアルクラブ、東京町田スマイリングク

ラブ、職員、役員。在日本韓国 YMCA の様子も含ん

だ広い視野での話が出来ました。具体例では、我が

クラブの西東京センターとの顔の見える交流を披露

し、①今まで以上にお互いが出会う機会を増やすこ

と②情報交換を頻繁に行うこと③そこから信頼が生

まれることに皆が賛同し、実現に向けて踏み出そう

と共有することが出来ました。     （深尾記） 

 

在京ワイズ合同新年会に参加して 
1 月 11 日（土）、午前中の在京ワイズクラブ会長会

に引き続き、在京ワイズ合同新年会が東陽町の東京

YMCA 社会体育・保育専門学校で開催されました。

当日は、在京 17 クラブとビジター8 クラブ、総勢 115

名が参加し、当クラブからは田中博之・直美夫妻と

綿引の３名が

出席しました
(写真＝田中さん

の挨拶)。メイン

のイベントは

「大地の詩（留

岡幸助物語）」

という映画の

鑑賞で、罪を犯

した児童や家庭に恵まれない児童の自立支援をする

施設「家庭学校」にクリスチャンとしてその人生を

捧げた留岡幸助の物語でした。その一途な生き方と

それを支え 32 歳の若さで亡くなった夏子夫人の健

気さに感動を覚えました。また懇親会では他クラブ

の皆さんとの楽しいひと時を過ごしました。 

（綿引記） 

 

 

夕食 

乾杯！ 

ゲストスピーチ 
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クラブディスカッションを開催します 
2月例会ではスピーチの時間に「楽しいワイズライフ

のためのクラブ･ディスカッション」を行います。 

以下 4 項目の議題について、メンバー間で意見交換

を行う予定です。 

（1）例会食事の見直し 

（2）会長経費の予算化 

（3）献金のありかた 

（4）新たなファンド作り 

みなさんの活発なご意見を期待しています。 

                        

 

東新部次期役員準備会の報告 
1/18(土) 東京 YMCA（東陽町）へ行って来ました。 

次期加藤部長(東京クラブ)を始めとした、7/1 からの

新体制が確認されました。私は、10 月に実施される

部大会の実行委員長のお役目なので、部の運営につ

いて知る貴重な機会でした。これから各部門(地域奉

仕・YMCA サービス、会員増強、国際・交流、ユー

ス)で、新たな課題や目標が検討され新年度を見据え

て行きますが、部大会はそれらと呼応するよう具体

案が新部長を中心に企画されて行くそうです。今ま

では、参加するだけだったこの事業を、積み上がっ

て行く過程から追って行けるので、その都度報告し、

私たちにとっての新たなワイズ理解へと繋ぎたいと

思います。              （深尾記） 

 

部長公式訪問予定  
下半期の部長公式訪問は、2 月の各クラブ第 2 例会

(役員会)です。わがクラブは 2／10(月)19:00～20:30

となります。会場はベルブ永山「視聴覚室」です。 

小川圭一部長に同行予定の部役員は太田勝人書記、

朝倉正昭国際･交流事業主査、村野繁会員増強事業主

査、佐藤茂美監事の 5 名です。     （深尾記） 

 

ぽんぽこ農園だより 
1／20(月)お昼前、ぽんぽこ農園の玉ねぎの生育状況

を確認してきました。寒暖

差は大きかったですが、適

度の降雨と好天にも恵ま

れ順調でした。玉ねぎ(左

写真)とにんにくの芽（下写

真）の周りの雑草を駆除

し、また、日当たりがよ

くなる様シートに隠れ

た芽を取り出しました。

30 分程度の作業で無事

終了しました。 

(石田記) 

        

「チャリティーバザー」に向けて 
2月 11日(火)開催の立川での被災地支援のチャリテ

ィーバザーに向けての準備が着々と進んでいる。メ

ンバー全員が、この企画に参加   を掲げ寄贈品の仕分

け、備品担当の役割決めがほぼ終わり、現段階は最

も時間を費やす値段決め、値札つけを実行中（写真）。

我が家に集結して

いる品物の数、約

200点。台風 19号

の被災地に少しで

も多くの支援金を

届けられるように、

購入しやすい価格

帯で、数多くの商品

が売れる様に、等を

考慮しながら価格

を設定している。

100 円から 300 円、

500円、1000円、最

高でも 2000円に設定している。今回は住宅展示場の

モデルハウスを丸々一棟借り上げて、内部を自由に

使わせてもらえるので、当日住宅見学に来られる人

達にも主旨を説明して、協力を仰ぐことにしている。

多摩みなみクラブにとって、バザーは初めての試み

である。第一回めから大成功とはならないかも知れ

ないが、今回の経験を生かして次回からも実施でき

ることを望んでいる。モデルハウスの賃料がゼロで

ある事は大きなプラス要因となった。収益は、多摩

みなみの活動のためのファンドと被災地への寄付で

ある事から、メンバーの協力体制もしっかりしてき

ている。場所は多摩センター方面からでもモノレー

ル一本、JR 立川からもモノレールで来場出来る所な

ので、近隣のクラブの方々も是非ご協力をお願いし

たい。終日無料で使用できる駐車場完備。 (真藤記) 

自主献金とＢＦ切手持ち寄りのお願い 
毎年２月は、年 1 回の自由献金の月です。 2 月の

例会時に献金をよろしくお願いします。献金の種類、

金額は任意です。また、同じく 2 月は BF 切手の納

期（2 月 15 日が締め切り日）となっています。使用

済みの切手を 2 月例会にお持ち寄りください。数量

は少しでも結構です。なお、BF とは、 Brotherhood 

Fund の略で、BF 代表や国際役員の公式旅行の費

用に充てるため、全ワイズメンが積み立てる基金で

す。使用済み切手も集めて換金しています。ご協力

をお願いいたします。         （綿引記） 

東日本区次期役員準備会の報告 
1／26(日)15:00 から、日本 YMCA 同盟で次期役員準

備会が行われました。板村哲也次期理事(東京武蔵野

多摩)の方針を確認し、各事業の立案に入ります。私

は会員増強事業主任として奉仕します。 （伊藤記） 
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東日本区 Change! 2022シンポジウム 
シンポジウムは下記のように開催されます。現時点

(1／28)での参加登録者は、東西日本区合わせて 100

名を超えています。「ワイズが変わる」ための議論に

向けて、関心の高さがうかがえます。「変わる」こと

によって、2022 年末までに会員を 1,246 名に増員し

ようというプロジェクトです。ちなみに 2019 年 7

月 1 日時点の会員数は 849 名です。魅力ある（入会

したくなる）ワイズにしていくにはどうしたよいか、

みんなで考えましょう。当クラブからの参加予定は、

深尾、石田、小野、伊藤の 4 名です。 （伊藤記） 

日時：2 月 1 日(土) 13:00～16:30 

会場：東京 YMCA 社会体育・保育専門学校 

 

東新部フレッシュワイズセミナー 
入会数年のワイズの方々のプレゼンを通して、互い

に学びあい、さらに魅力あるワイズを目指す目的で

開催されます。発題予定は、当クラブの深尾会長と

東京町田スマイリングクラブ会長為我井輝忠さんで

す。 

日時：2 月 15 日(土) 13:30～16:30 

会場：東京 YMCA 山手センター101 号室（伊藤記） 

 

東京町田スマイリングクラブ１月例会参加  
1 月 15 日（水）、東京町田スマイリングクラブの 1

月例会に招かれ、卓話を行ってきました。国際協会、

アジア太平洋地域をより身近なものに感じていただ

きたく、「国際協会・アジア太平洋地域と私たち」と

題して、クラブにとって国際協会に加盟することの

意義や国際協会、アジア太平洋地域の現状をお話し

し、また TOF、BF、IBC/DBC 等の事業の説明を行

いました。クラブの皆さまから、東京多摩みなみチ

ャリティーバザーのための品物をいただきました。

改めて感謝申し上げます。      （田中記） 

これからの予定 
・2/10(月)第 2 例会「部長公式訪問」（別掲） 

・2/11(火､祝)チャリティーバザー（別掲） 

・2/15(土)フレッシュワイズセミナー（別掲） 

・2/15(土)後期区費等納期 

・2/17(月)にほんご学院スピーチコンテスト(別掲) 

・2/26(水)ピンクシャツデー（別掲） 

・3/3 (火)3 月例会 

・3/7(土)～8(日)次期クラブ会長・部役員研修会  

・3/9(月)第 2 例会 

・3/14(土)町田 YMCA 歌声ひろば 13 周年コンサート 

・3/14(土)東京八王子クラブチャリティコンサート 

・3/14(土)東新部次期役員準備会その② 

・3/15(土)町田 YMCA 大震災復興支援“希望の凧” 

・3/15(土)東京町田ｽﾏｲﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 1 周年記念例会 

YMCAニュース  担当主事 小野 実 

いつも YMCA へのご協力に感謝いたします。 

◆にほんご学院スピーチコンテスト開催 

日時：2 月 17 日（月）10：00〜13：00   

会場：東京 YMCA にほんご学院 

毎年、全校学生が予選から参加してのスピーチコン

テストです。留学生ならではユニークな切り口から

日本を知る、留学生の母国の文化や風習を知ること

のできる機会です。東京多摩みなみワイズメンズク

ラブからもご支援をいただいております。 

◆ピンクシャツデー（2 月 26 日）のお知らせ 

2007 年のある日、ピンクのポロシャツを着て登校し

た少年が「ホモセクシャルだ」といじめられました。

それを知った先輩 2 人が、「着ている服の色でいじめ

を受けるのはおかしい」と、50 枚のピンクシャツを

購入、インターネットを介して、「明日、一緒に学校

でピンクのシャツを着よう」と呼びかけました。翌

日学校へ登校すると・・・、残念ながら 2 人が用意

した 50 枚のピンクシャツが使われることはありま

せんでした。賛同した数百名の生徒がピンクのシャ

ツや小物を身に着けて登校していたのです。学校中

がピンク色に染まり、いじめが自然となくなったそ

うです。カナダで起こったこのエピソードは SNS な

どを介して世界中に広まり、今ではこの出来事があ

った 2 月の最終水曜日、70 カ国以上でいじめに反対

する活動が行われています。日本の YMCA もピンク

のシャツなどを身に着けることで、いじめについて

考え、いじめられている人と連帯する思いを表す 1

日としています。逆に「なんでピンクシャツを着て

いないんだ？」というのは本末転倒、2007 年のエピ

ソードの通り、賛同する人たちによる自主的な行動

がムーブメントを起こしていくことも心に留めたい

と思います。 

《ピンクシャツデー 弁護士による特別公開授業》 

日時：2月 26日（水） 13：30〜15：00 

会場：東京 YMCA山手センター 

 

ピンクシャツデー2020 
 
東西ワイズメンズクラブ・全国 YMCA 共通 

ピンクシャツ販売のご案内 
◆ワイズロゴと YMCA ロゴを袖部分に配置 

◆価格：1,100 円（税込） 

◆申込締切：1 月 31 日（木） 

◆申込み：担当主事(光永)までご相談ください。 

 

編集後記 中国武漢から始まった「新型コロナウイ

ルス（新型肺炎）」の感染の勢いが増しています。す

でに感染者 4,000名超､死者 100名超｡予防を!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 


