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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 

 

2020年 
9月号 

（第 50号） 

今月のことば 
「わたしがあなたがたを愛

したように、あなたがたも

互いに愛し合うこと、これ

がわたしの戒めです」 

聖書ヨハネの福音書 15-12 

（小野実選）         （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：ユース（STEP YEEP YIA） 

※STEP：ユース海外短期交流プログラム、YEEP：高校留学生交換事業、YIA：若者のクラブ活動参画・活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【巻頭言】「クラブ 5 周年記念に会員 5 名増員を！」 

東京多摩みなみクラブも、今年で 5

年目を迎えています。いままでクラ

ブの特色を模索してきました。今年

度はコロナ禍の中、新たな様式とし

て、7 月から Zoom によるオンライ

ン例会を開催しています。そして、

9 月からは、新たな取り組みとして

「プランター栽培講座～Zoom でつながる家庭菜園

～」のトライアルを開始します。わがクラブの藤田智

さんが講師となります。藤田さんは NHK E テレ「趣

味の園芸」でおなじみの方です。クラブ活動の充実

は、新たな仲間を引き寄せます。この状況なので色々

と制限はありますが、その中でできることを選択し

て、前へ進もうとしています。（講座の詳細は次ペー

ジをご覧ください。全 5 回を予定しています）。 

わがクラブも来年 7 月に 5 周年となります。この機

会に「会員 5 名の増員」を目指しませんか。ワイズ

メンズクラブ東日本区では、昨年度から Change! 

2022 プロジェクトを推進し、ワイズメンズクラブ

100 周年となる 2022 年 12 月までに東日本区の会員

を 1,246 名にしようと取り組んでいます。今年 7 月

現在の会員は 830 名。各クラブへ会員増強が求めら

れています。5 年目の今年度が「新たな変化」の年と

なるように取り組んでいきましょう。（伊藤幾夫） 
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 メンバー    8名 BF ファンド 

在籍12名  メーキャップ 0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      73％ 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 4名 (今年度累計   0円) (今年度累計      0円) 

9月例会プログラム 
           

    日時：9 月 1 日(火) 19:00～20:30 

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   小野実 

＊ゲスト/ビジター紹介 会長 

＊会長挨拶 

＊メンバースピーチ 小野実 

「医療福祉専門学校に着任して」 

＊プランター栽培トライアル１回目 藤田智 

＊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。） 

 

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 

9 月の Happy Birthday / Happy Anniversary 

《誕生日》該当者なし 

《結婚記念日》小野実･純子(19 日) 

藤田智･恵美(29 日) 
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8月例会報告 
8月4日（火）19:00から、例会がZoomにて開催され

ました。今回は、近隣クラブの東京町田コスモスと東

京町田スマイリングから、計4名の方にビジターとし

て参加いただきました。会計担当による今年度予算

案の報告後、当クラブが新たに取り組みを始めよう

としている「プランター栽培」のチラシと実施イメー

ジについて、石田さんにご説明いただきました。例会

終了後は、クラブ初のオンライン納涼飲み会を実施。

皆さんから近況をお話しいただき、交流を深めまし

た。（小早川記） 

《出席者》「メンバー」8名：石田、伊藤、小野、小

早川、田中、深尾、藤田、綿引、「ビジター」4名：

松香夫妻（東京町田コスモス）、城田、為我井（東京

町田スマイリング） 

8月第 2例会（運用会議）報告 
8月11日（火）19:00から、第2例会がZoomにて開催

されました。定例審議事項にて、9月例会のメインス

ピーチの時間配分を調整した他に、審議事項として、

上期のクラブ会費の金額承認、プランター栽培講座

に関する立替金の手数料負担の合意、同講座を当面

のメインスピーチの時間に充てることなどを整理し

ました。（小早川記） 

《出席者》7名：石田、伊藤、小野、小早川、田中、

深尾、綿引 

歴史の証人になろう！ 
私たちの社会貢献事業の実施と懇親の機会は、

COVID-19 による連日の感染者増のため、大きく削

減されてしまいました。また、ワイズ活動に止まら

ず、本業等において大きく影響を受け、止む無く退会

を決断した方は東日本区だけでも２桁に及びます。

この緊迫した状況下で、東新部は部費を半額（註１）

としました。東日本区では、区費の前期分（註２）を

徴収しないことと、これまで全クラブをあげて支援

し続けて来た YVLF（ユースリーダーの育成事業）

を中止し、その分担金（註３）をゼロとしました。こ

れらの決定は、私たち一人一人の負担を軽減し、共に

乗り切ろうという気持ちの現れです。今日も世界中

を震撼させ続けているこの大きな出来事を共に心に

留めつつ、ボランティアの火を消さぬよう、一日一日

を大切に過ごしましょう。（深尾記） 

註１：￥3,600-/人年 

註２：￥7,500×前期・後期/人年 

註３：￥20,000/クラブ/年。東新部にて内¥10,000 を

負担。前倒し集金につき来年度予算で相殺 

2020年東新部大会進捗状況 
「アフターコロナ、ニューワイズライフ」と題した部

大会【10/10（土）開催予定】について、役員会では、

8/20（木）臨時に協議し、リアル参加とオンライン参

加を可能にし、東新部史上初となるハイブリッド開

催を試みます。式典、学びと共有の時間、懇親会と全

3 部制を取りますが、所要時間は 2 時間半と、大幅

に短縮。オンライン上の技術的な課題はありますが、

充実した時間になるように準備を進めます。出欠登

録は 9 月に始まる予定です。我がクラブからは、滝

口さんが第 2 部の発題者として参加しますので、応

援をお願い致します。（深尾記） 

プランター栽培講座トライアルのご案内 
私たちは、今年度の目玉企画

として、NHK のＥテレ「趣味

の園芸」でお馴染みの藤田先

生によるプランター栽培講座

を開催します。対象者は、多摩

市周辺に住む、ベランダや庭

先で野菜を栽培してみたいと

感じながら機会が無く実現で

きていない方達です。残念ながら、コロナの影響で開

催時期が定まっていませんが、実講座が開催できる

ようになるまでの間を、トライアル期間とすること

にしました。まずは、クラブ関係者を中心に Zoom を

利用したオンライン講座（座学）と実技指導を受けな

がら、今後の実講座開催時の運営ノウハウを積み上

げていきます。多くのメンバーに参加いただくこと

で、学びと実践を同時に体験でき、楽しみながら園芸

との距離感を縮めていければと思っています。そし

て、「作る喜び」、「食する喜び」、「分け合う喜び」

を体感していただきたいと思います。この講座は、実

際にやりながら、みんなの力で育てて行く所存です。

（石田記） 

＜トライアル開催日＞ 

第 1 回：9 月 1 日(火) 19:30~20:00（例会内） 

第 2 回：9 月 15 日(火) 

第 3 回：10 月 6 日(火)（例会内） 

第 4 回：10 月 20 日(火) 

第 5 回：11 月 3 日(火)（例会内） 

＜事前にご用意いただくもの＞ 

・プランター（長方形のもの 2 鉢） 

・培養土 25L サイズ 1 袋 

・シャベル 

・水やり用じょうろ 

・プランター下敷き用 

ビニールシート、 

・軍手 

※お近くの DIY ショップ、100 円ショップなどで、

ご購入ください。 
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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。 

◆熊本豪雨災害「ポジティブネット募金」 

2020 年７月、九州を中心に甚大な被害をもたらした

豪雨は、熊本県他九州で 70 名を超える犠牲者を出し

ました。熊本 YMCA が球磨川地区の避難所運営の協

力に入ったとのことから、その活動を支援いたしま

す。使途の中にボランティア派遣も含まれています

が、コロナ禍の中、東京からの派遣は行わず、熊本

YMCA の近隣 YMCA からの派遣を支援することに

なります。お名前の前に「クマモト」とお書きの上、

最後のお振込み先へご協力お願いいたします。 

◆YMCA子ども・ユース支援「ポジティブネット募金」 

「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 
・9月7日(月)19:00～ 9月第2例会（Zoom開催） 

・10月10日(土) 東新部大会 


