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2020年 
8月号 

（第 49号） 

今月のことば 
 

「平穏無事」 

 
（安藤愼次選） 

                

（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：CS、YMCA サービス、パートナーシップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【巻頭言】「プランター栽培講座開講への思い」 

当クラブがワイズの仲間入りをして 5

年目に突入し、漸くボランティアの

「内に向けた活動」と「外に向けた活

動」の関わり方について、実体験を

繰り返しながら自らの物差しで納得

性と達成感を感じられるようになって

きた矢先に、コロナ禍で強制的にブ

レーキがかかってしまった。 

この状況下でクラブ内にアイデアを募り、検討を重ねて

決まったのが、「ぽんぽこ農園」の延長線上の企画、プラ

ンター栽培講座である。地元多摩市周辺に住む野菜作

りに関心のある方々が、地域の核となる公民館（ベルブ

永山）を会場に、手作りのプランターや写メで撮影した写

真を持ち寄る。そして、当クラブのメンバーで、NHK の

E テレの「趣味の園芸」でお馴染みの藤田先生の品評

や実技指導を受けるという企画である。根底には「作る

喜び」、「食する喜び」さらには「食を分け合う喜び」に繋

がるボランティア活動へと高められないかという思いがあ

る。また、参加者相互のコミュニケーションを通じて「輪の

広がり」を作り出すことで、地域との新たなコミュニティー

の形成、コミュニケーションの「場の提供」を目指している。

更には、Change!2022 の会員増強のためのゲート作り

としても考えている。講座開始の時期は、コロナ禍で見

通しが立たないが、まずはメンバーによるトライアルを、

Zoom システムを使って試行錯誤しながら、今後の運営

ノウハウを積み重ねたいと思っている。 （石田孝次） 
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 メンバー    5名 BF ファンド 

在籍12名  メーキャップ 2名 切手   0 g (今年度累計   0ｇ) オークション     0円 

 (内広義会員1名)  出席率      64％ 使用済み切手､少しでもご持参ください (今年度累計    0円) 

 例会出席12名  メネット     0名 ぽんぽこファンド      0円 スマイル         0円 
  ゲスト・ビジター 7名 (今年度累計   0円) (今年度累計      0円) 

8 月例会プログラム 
           

    日時：8 月 4 日(火) 19:00～20:00 

会場：Zoom による WEB 開催 

司会：小早川浩彦 

＊開会挨拶  深尾香子会長 

＊今月のことば   安藤愼次 

＊ゲスト/ビジター紹介 会長 

＊会長挨拶 

＊プランター栽培トライアル説明 石田孝次 

＊チーム報告（農園、多摩社協、ｼｪｱﾏｲﾝﾄﾞ） 

＊YMCA ニュース・連絡等 

＊メンバー近況報告 

＊ハッピーバースデイ/アニバーサリー 

＊閉会挨拶  会長 

（WEB 開催のため構成を一部省略しています。） 

 

※例会終了後、オンライン納涼飲み会を実施しま

す。各自飲み物をご準備の上、ご参加ください。 

2020～2021 年度 主題 
 

クラブ会長 深尾香子「寄り添おう！青春。学ぼう！高齢化。」 
 

東新部部長 加藤義孝(東京) 「友情の絆を強め、YMCAを支えよう」 

東日本区理事 板村哲也(東京武蔵野多摩) 「変化を楽しもう！」 

アジア太平洋地域会長 David Lua (ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ) 「変化をもたらそう」 

国際会長 Jacob Kristensen (ﾃﾞﾝﾏｰｸ) 「価値観、エクステンション、リーダーシップ」 

 

《クラブ役員》会長 深尾香子 副会長 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 

8 月の Happy Birthday / Happy Anniversary 

《誕生日》綿引美代子(4 日) 小野実 (19 日) 

《結婚記念日》該当者なし 
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7月例会報告 
7月4日（土）19:00から例会が開催されました。6月

第2例会に続いてのZoom開催となりました。新年度

１回目のため、クラブ役員就任式と深尾会長の所信

表明を実施。東新部部長の公式訪問であり、加藤部長

から「コロナ禍の現在だからこそ、ワイズの“隣人を

愛する”精神で、絆を強めて密にしていきたい」とご

挨拶いただきました。続いてチーム報告、メンバーの

近況報告を実施、最後に加藤部長、長澤書記からひと

言いただき、終了となりました。今回は、Zoom設定

の不備で開始に手間取ったため、今後は、準備を徹底

しての開催を心がけます。      （小早川記） 

《出席者》「メンバー」5名：石田、伊藤、小早川、

深尾、綿引、「ビジター」7名：加藤、長澤(山)、長澤

（弘）（東京）、小川（東京世田谷）、松香（東京町

田コスモス）、太田、為我井（東京町田スマイリング） 

7月第 2例会（運用会議）報告 
7月11日（土）19:00から第2例会が開催されました。

今回もZoomによる開催です。定例審議事項にて、8

月例会後のオンライン納涼飲み会開催や、9月例会の

メインスピーチを東京YMCA医療福祉専門学校に異

動された小野さんの近況報告にすることが決まりま

した。審議事項では、プランター栽培講座開催をクラ

ブとして正式に取り組むことの決定や、Zoomの有料

会員加入の検討が行われました。      （小早川記） 

《出席者》6名：石田、小野、小早川、田中、深尾、

綿引 

東新部第 1 回評議会報告 
7 月 18 日(土)、多摩から東陽町までの 1 時間半の道

のりを、マスクを着け、新宿の雑踏を避けられるよう

に電車の乗り継ぎを工夫して、参加して来ました。 

会場ではお互いに「近づいちゃいけないね。」を連呼

し、手を振り、頭を下げる等、出来る限りのコミュニ

ケーションを取りながらの開始となりました。 

今回は、オンライン参加者数名を含む約 30 名で開催。

ワイズソングは、伴奏を流すのみ、会場のおしゃべり

も無く、和やかな中にも緊張した進行となりました。 

部長所信では、この厳しい環境を理解した上で、クラ

ブ間の交流を進め、互いに信頼を深めようという声

掛けをいただきました。議事では、前期区費、同部費、

YVLF の集金が無くなったことが、例年との大きな

違いです。東日本区、東新部いずれもコロナ禍での活

動自粛を反映した決定となりました。私が実行委員

長を拝命し、東京クラブの方々が現場を担って下さ

る部大会（10 月 10 日）も、条件付きでの開催決定

です。日に日に「第 2 波か？」と囁かれ、予断を許

さない状況のため、解散後は、皆、早々に会場を後に

しました。制約の多い今年は、オンラインでの交流を

試み、今まで会えなかった他クラブメンバーとの新

しい出会いに挑戦したいと思います。  （深尾記） 

《当クラブ出席者》4 名：深尾、伊藤、Zoom 参加：

小早川、田中 

ぽんぽこ農園だより 
7 月 22 日(水)、久しぶり

に農園の様子を見てきま

した。梅雨空が続き、また

自分の予定とのタイミン

グもあって行く機会が作

れないまま、2 週間ぶり

のご対面となりました。変わり果てた里芋の様子に

力が抜け、茫然と見つめるだけでした。昨年に続き豊

作を夢見、期待が大きかっただけに種芋の芽が顔を

出さないので気をもんでいました。残念ながら、芽を

出してくれた里芋は、全体の 2 割程度で、さみしい

限りです。それでも残った里芋は、ぐんぐん葉が大き

くなっていました。この間、畑も荒れ雑草が生え放題

の状態になっていました。8 月に入ったら、ここ 2 ヶ

月近く休んでいたエリアに、大根を作付けする予定

です。冬前には収穫できると思います。多分、里芋の

収穫と重なると思います。今度こそ、作付け段階での

失敗を繰り返すことなく、期待通りの収穫が実現で

きるよう、真剣勝負で臨みます。    （石田記） 

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。 

◆インターナショナルチャリティーラン 

1987 年から続くインターナショナルチャリティー

ランについて、第 34 回目となる 2020 年度は、コ

ロナ禍により延期となりました。開催日程や開催形

式については、決まり次第ご報告いたします。 

◆国際協力一斉街頭募金 

2020 年度は、開催が中止となりました。 

◆YMCA子ども・ユース支援「ポジティブネット募金」 

「子どもたちの心身の健康を守る活動」、「困難を

抱える子どもたちを支える活動」、「大学生、専門

学校生、留学生、ユースボランティアリーダーを支

える活動」これらの目的のために募金のご協力をお

願いしています。「ポジティブネット」とは、「誰

もが公平に夢をかなえるチャンスのある地域社会

の創造」を目指す YMCA の願いです。 

呼びかけのご協力をお願いいたします。 

募金振込先：みずほ銀行 神田支店（108） 

（普）1123669 公益財団法人東京 YMCA 

※お名前の前に「ポジティブネット」とご記入くだ

さい。 

これからの予定 
・8/11(火)19:00～ 8月第2例会（Zoom開催） 

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（通常）：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 


