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2020 年 
４月号 

（第 4５号） 

今月のことば 
 

「義を見てせざるは勇無き

なり」（論語より）（綿引選） 
      

   

              （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：LT 
「LT（Leadership Training）会員のリーダーシップ開発、向上」  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

「春、四月に」 
「春を造られた神さまを歌おう」

こども讃美歌の一節です。春の日、

外に出ると、この歌を歌いたくな

ります。私の長男の通っていた保

育園では「みことば」を教えてく

ださり、園から帰ると何々の何章

何節と言うので、聖書を開くと、

そこにその聖句があるのでした。

導きはそこからでした。子ども達は喜んで休まず教

会学校に通い、私も日曜日に教会に行くようになり

ました。受洗は 1993 年のイースターでした。忘れな

草が咲いていたのを覚えています。そこの園の掲げ

る聖句は、テサロニケ 5 章 16～18 節でした。「いつ

も喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのこ

とに感謝しなさい。」今、私が地域のボランティアと

して参加している介護予防教室は、コロナウイルス

の関係で、すべてお休みです。少しゆったりした時

間を持てるようになり、大好きな花の世話をしたり、

本を読む時間が持てるようになりました。そんな時、

叔父から、叔母が倒れたので助けてほしいと電話が

ありました。86 歳ですので、まさに老々介護です。

できる時間が与えられたので、力になりたいと思っ

ている毎日です。花壇の世話をしながら、畑にも行

きたいと思ったりしています。雑草も野菜と同じよ

うに育っていることでしょう。（峰岸幸枝） 
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 メンバー     名 BF ファンド 

在籍14名  メーキャップ  名 切手 110 g (今年度累計 1,004ｇ) オークション     0円 

 (内広義会員2名)  出席率        ％ 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) 

例会は中止  メネット      名 ぽんぽこファンド     0 円 スマイル         0円 
  ゲスト・ビジター  名 (今年度累計35,046円) (今年度累計  38,351円) 

＜4月例会、第 2例会は中止＞ 
 

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、4 月

例会・第 2例会は開催中止とさせていただきます。 

4 月例会のプログラムとして予定した「クラブデ

ィスカッション 2 回目」は、次回例会まで延期と

なります。 

5 月以降の開催につきましては、社会の状況を踏

まえた上で適宜判断いたします。(書記：小早川) 

                       

例会は中止となっていますが、ワイズの活動は継

続続しています。とくに、今月の強調テーマは 

「LT:リーダーシップトレーニング」です。ワイズ

の活動自体が LTと言われています。 

                      

2 月に行ったチャリティバザーの売上金の一部

11,602 円を「日本 YMCA 同盟ポジティブネット募

金・台風 19 号・15 号被災地支援」に 3 月 30 日に

振込みを行いました。（会計：綿引） 

 

 

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 

4 月の Happy Birthday / Happy Anniversary 

《誕生日》安藤慎次(18 日) 

メネット 藤田恵美(8 日) 小早川るみ子(15 日) 

《結婚記念日》伊藤幾夫･まゆみ(27 日) 
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 ぽんぽこ農園便り  
3 月 6 日金曜日の午後、汗ばむほどの陽気の中でぽ

んぽこ農園のジャガイモの作付け作業（今年で 3 年

目のチャレンジ）をメンバー有志 7 人（伊藤、田中、

藤田、井上、峰岸、助っ人の佐々木さん、石田）で

予定通り無事に完了しました。日程調整の関係で平

日の作業となったため参加できなかった人もいまし

た。回を重ねるごとに慣れてきたせいか、藤田さん

のワンポイントレッスンに従って、手際よく作業を

分担しながら、4 列の畝作り、各列 25 個合計 100 個   

の種芋を 30cm の等間隔に植えました。キタアカリ

50 個、男爵 50 個です。作業の手順は、畑起こし、

種芋のカット作業（1 個のジャガイモを縦に半分に

切断）、畝作り、

種芋切り口の灰

付け、種芋の植

え込み、肥料散

布、土盛り、整

地作業を僅か 1

時間でやり遂げ

ました。作業時

間が、短時間で

済んだのは、佐々木さんが事前に地ならし作業、堆

肥の散布など下作業をやってくれたお陰です。収穫

の時期は、5 月下旬の予定です。隣で元気いっぱい

に育っている玉ねぎ、にんにくと同時期に収穫でき

る予定です。（石田記） 

 

 西東京センター、リーダー懇親会報告 
2／12(水)山田理事を筆頭に、東京八王子クラブ、東

京武蔵野多摩クラブと我々の 3 クラブが参加。学校

や勤務先から駆け付けたリーダー達も加わって、総

勢 40 名程が手作り料理を囲みました。「ここは自分

が必要とされていると実感できる場所」「今の小中学

校は高齢化社会で共生する次世代としての学びの場

を持っています」など、直接話を聞ける機会は貴重

です。一方、社会に出たメンバーから、YMCA の常

識が外の世界で通用しないこと(名前の呼び方や、プ

レゼン、気遣

い等)につい

ての戸惑いが

聞けて、ワイ

ズの役割はそ

の間を埋める

ことだ！と気

付かせてくれました。わがクラブから田中、綿引、

深尾の 3 名が出席しました。（深尾記） 

 

宝塚クラブからのプレゼント 
2 月初旬、今年も宝

塚クラブからヴァ

レンタインプレゼ

ントが届きました。

こちらからは、ホ

ワイトデーに合わ

せて、地元で、無

添加素材にこだわ

る店から焼菓子で

お返しを。非公式ではありますが、クラブ設立以来

続く、交流の歴史です。（深尾記） 

 

YMCAニュース  担当主事 小野 実 

◆新型コロナウィルス感染拡大の影響により、様々

なイベントやプログラムが中止されています。早く

この状況が収束され、また感染された方は早く回復

されますように、そして残念ながら亡くなられた方

のご冥福をお祈りいたします。 

＜中止＞ 東京 YMCA 主催春キャンプ全般、4/1 早

天祈祷会、4/16 チャリティーゴルフ、5/16 神田川

船の会。また、今後の予定についても、状況により

中止、もしくは開催内容が変更になる可能性があり

ます。ホームページなどで最新の情報をご確認いた

だきますようお願いいたします。 

＜今後の予定＞ 5/1 早天祈祷会、5/12 午餐会、5/23 

会員大会、5/30 創立 140 周年記念礼拝 

◆担当主事人事異動のお知らせ 

4 月より、にほんご学院主任主事から医療福祉専門

学校主任主事となります。いままでは東陽町にある

にほんご学院が主たる勤務地でしたが、この 4 月よ

り国立市の医療福祉専門学校へ異動となります。引

き続き東京多摩みなみワイズメンズクラブの担当主

事をさせていただきます。 
 

新型コロナウイルスの影響拡大  
新型コロナウイルスの感染が世界的に拡大していま

す。3／31(火)現在、世界では感染者が 80 万人超と

なり、日本で 2,918 人、東京で 522 人となりました。

死亡も日本で 77 人となっています。国も都も外出自

粛を求めています。この影響を受けて、ワイズでも

ほとんどのイベントが中止、延期となっています。 

東新部でも、4／18(土)に予定されていた第 3 回評議

会＆次期クラブ役員研修会が延期となり、5／16(土) 

部引継会と同時開催を予定しています。新型コロナ

ウイルスは、現在の感染増加状況を考えると長期に

わたる可能性が出ています。いずれにしても感染防

止に努めるしかなさそうです。(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 18:30~20:00 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 


