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2021年 
5月号 

（第58号） 

今月のことば 
 

「一人ひとりに天の使命が

あり、その天命を楽しんで

生きることが、処世上の第

一要件である。」渋沢栄一

（石川良一選）（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 EF (Endowment Fund：国際ワイズダム発展のための特別基金) 

JEF (Japan East Y's Men's Fund：東日本区ワイズ基金) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【巻頭言】「1年前の喧騒・・・・今は？！」 

コロナ禍が始まり、約１年が経

ちます。私の勤務先である体温

計メーカーのコールセンターで

は、去年の今頃、すさまじい喧騒

が毎日起きていました。原因は

「37.5 度の体温」です。殺気立

ったお客様からの「体温計はど

こで買える？」「いつ購入でき

る？」の電話が、一日中鳴り響く日々が、半年以上続

きました。コロナ禍において、体温計は「一家に一本」

ではなく、「一人に一本」となったためです。工場が

フル生産しても間に合わず、薬局から体温計が無く

なり、過去のオイルショックのようでした。また、正

しい測定値が出ないという苦情も多かったです。体

温計は、脇下用と口中用にタイプが分かれ、それぞれ

に実測用と予測用が存在します。部位によって温度

差が生じるので、適した方法での測定が欠かせませ

ん。そのことを理解いただくため、一件あたりの電話

応対時間が、普段よりも長くなる傾向にありました。 

それから１年。潤沢とはいえないものの、体温計は店

頭に並び、コールセンターも落ち着いてきました。 

医療逼迫の状況は変わりませんが、ワクチンのおか

げで明かりも見えてきました。少しずつでも、沈静化

していくことを願いたいと思います。（安藤慎次） 

 

4 

月  

例
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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 1名 切手   375 g (今年度累計  375ｇ) オークション     0円 

 (内広義会員1名)  出席率      82％ 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11名  メネット     0名 ぽんぽこファンド 12,800円 スマイル         0円 
  ゲスト・ビジター 3名 (今年度累計12,800円) (今年度累計      0円) 

5 月例会プログラム 
           

    日時：5 月 6 日(木) 19:00～20:30 

会場：Zoom による WEB 開催 

司会：小早川浩彦書記 
 

＊開会点鐘および会長挨拶  深尾香子会長 

＊今月のことば   石川良一 

＊ゲスト/ビジター紹介 会長 

＊ゲストスピーチ    大久保雅司さん 

宮原龍太さん 

    「多摩社協について」 

＊会則修正（会費減額）の承認  会長 

＊チーム報告（農園、多摩社協、地域団体） 

＊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 

＊閉会挨拶および閉会点鐘  会長 

（WEB 開催のため構成を一部省略しています。） 

※通常とは異なる開催日程です、ご注意下さい。 

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 

5 月の Happy Birthday / Happy Anniversary 

《誕生日》石川良一(8日) 

《結婚記念日》綿引康司・美代子(17 日) 

田中博之・直美(24 日) 
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4 月例会報告 
4 月 6 日（火）19:00 から、例会が Zoom にて開催さ

れました。今回のメンバースピーチは、深尾会長によ

る「茶の湯教室では何を学べるのか？」です。他クラ

ブでゲストスピーチを実施した際の参加者の意見や、

メンバーからのお茶に関する質問に対し、Ｑ＆Ａの

形でご説明いただきました。当日の参加メンバーに

は、お茶に関する造詣が深い方もいらして、補足等の

やりとりをしつつ、話を進めることができました。 

チーム報告（農園）では、農村伝道神学校から連絡の

あった「利用時の注意事項」を、石田さんから報告い

ただきました。チーム報告（多摩社協）では、多摩市

のボランティア団体登録を更新できた旨を、深尾会

長から報告いただきました。また、他クラブ訪問によ

る「プランター栽培講座」のアピールについて、石田

さんから相談があり、詳細を第 2 例会で調整するこ

ととしました。最後にゲストから一言ずついただき、

定刻を少し過ぎての終了となりました。（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」3 名：

衣笠（埼玉）、佐藤（東京）、小口（東京八王子） 

 

4 月第 2例会（運用会議）報告 
4 月 12 日（月）19:00 から、Zoom にて 4 月第 2 例

会が開催されました。定例審議事項では、4 月例会の

振り返り、会計報告、5 月例会の予定確認等をおこな

いました。（5 月例会は、ゲストスピーカーのご都合

を踏まえ、日程を調整して 6 日に開催することにな

りました）報告・確認事項では、Change! 2022 推進

委員会にて検討中の「名刺へのクラブ情報印刷」に関

する状況報告と、多摩社協における助成金募集につ

いての共有がなされました。審議事項では、5 月例会

の議題である会則修正（会費減額）の事前確認、プラ

ンター栽培講座アピールのための他クラブ例会訪問

および東新部第 3 回評議会における案内の調整が行

われました。          （小早川記） 

《出席者》8 名：安藤、石田、伊藤、小野、小早川、

田中、深尾、綿引 

 

今月のスピーカー 

大久保雅司さん 

多摩市社会福祉協議会 

地域福祉推進課長兼 

多摩ボランティア・市民活動支援 

センター長 

 

《プロフィール》 

平成 7 年 4 月多摩社協入職。多摩社

協が運営する、知的障がい者授産施設、通所介護（高

齢者デイサービス）、老人福祉センターおよび障害者

福祉センター、知的障がい者グループホーム、ボラン

ティアセンター、総務係を経て、平成 31 年 4 月から

地域福祉推進課長兼多摩ボランティア・市民活動支

援センター長を務めている。 

 

宮原龍太さん 

多摩市社会福祉協議会 

地域福祉推進課まちづくり推進担当 

 

《プロフィール》 

平成 23 年 4 月多摩社協入職。多摩

社協が運営する、通所介護(高齢者デ

イサービス)、多摩市南部地域包括支

援センターを経て、平成 26 年 4 月から、地域福祉推

進課まちづくり推進担当勤務。（連光寺・聖ヶ丘地域、

馬引沢・諏訪地域の地域福祉コーディネーター兼第

2 層生活支援コーディネーター） 

 

会則修正（会費減額）の承認 
クラブ会則の第 5 条 3 項に記載されている会費の件

です。昨年、皆で会費減額（月額 4,000 円から 3,000

円への変更）を協議しましたが、実際に会則修正を行

うには、例会での承認が必要となります。5 月例会に

て、あらためてご承認を諮りますので、よろしくお願

いいたします。 

 

第 3回部評議会＆次期クラブ役員研修会報告 
4 月 17 日(土)13:00～16:30 にオンライン(Zoom)で

開催されました。参加者は 34 名。第 1 部は評議

会。東新部部長の加藤義孝さん(東京)の点鐘で始ま

りました。議案審議は、加藤部長の議長で進められ
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ました。第 1 号議案は第 2 回評議会議事録の承認、

第 2 号議案は次期部役員・各クラブ会長が承認され

ました。 

＜2021～2022 東新部役員（敬称略）＞ 

役職 氏名 所属クラブ 

部長 松香光夫 東京町田コスモス 

次期部長 深尾香子 東京多摩みなみ 

直前部長 加藤義孝 東京 

書記 権藤徳彦 東京町田コスモス 

副書記 尾張日出夫 東京町田スマイリング 

会計 石田孝次 東京多摩みなみ 

地域奉仕 Y サ主査 城井廣邦 東京むかで 

会員増強主査 村野 繁 東京世田谷 

国際･交流主査 朝倉正昭 東京世田谷 

ユース主査 城田教寛 東京町田スマイリング 

ウェブマスター 長澤山泰 東京 

メネット連絡員 菅谷一江 東京 

LT 委員長 伊藤幾夫 東京多摩みなみ 

エクステンション

委員長 

太田勝人 東京町田スマイリング 

部大会実行委員長 太田勝人 東京町田スマイリング 

ヒストリアン 伊丹一之 東京むかで 

監事 佐藤茂美 東京 

監事 小川圭一 東京世田谷 

担当主事 中里 敦 東京町田コスモス 

 

＜2021～2022 東新部の各クラブ会長（敬称略）＞ 

クラブ 会長 

東京 比奈地康晴 

東京むかで 土井宏二 

東京世田谷 峰 毅 

東京町田コスモス 今村路加 

東京センテニアル （未定） 

東京多摩みなみ 伊藤幾夫 

東京町田スマイリング 為我井輝忠 

 

第 3 号議案としては、次期部長主題・事業計画およ

び予算案が承認されました。次期部長松香光夫さん

の主題は「何が問題か、どうしたら良いか、道は一

つではない」です。コロナ禍でのワイズ活動、会員

減少等さまざまな問題をみんなで考えていきましょ

うと話されました。また、国連の掲げる SDGｓ(持

続可能な開発目標)もヒントにしたいと述べられま

した。次期会計の石田孝次さんからは、暫定予算案

が示されました。その後、司会が部書記長澤弘さん

(東京)に代わり、部長報告、会計中間報告、事業主

査報告、クラブ報告、YMCA 報告等がありまし

た。 

第 2 部は次期クラブ役員研修会で、次期部長松香さ

んの司会で進められました。次年度の活動予定、部

大会の PR 等がありました。部大会は例年より 1 か

月早まり、9 月 11 日(土)13:30～17:00、町田市民ホ

ールでの開催が決まりました。監事の講評、東新部

の歌、加藤部長の閉会点鐘で終了しました。 

当クラブからの出席は、石田、伊藤、小早川、田中、

深尾、綿引の 6 名でした。      （伊藤記） 

 

プランター栽培講座第２弾スタート！ 
トライアルの第 2 弾として、4 月 27 日にオンライ

ン形式で、第 1 回目のプランター栽培講座がキック

オフされました。今回の参加者の主体は、東新部の

クラブ、近隣クラブ、プランター栽培講座に特に高

い関心を寄せていただいたワイズの仲間達です。総

勢 30 名の方に、エントリーしていただくことがで

きました。 

仕事の都合で欠席された方もいらっしゃいました

が、当日は 25 人が Zoom の会議室に入室いただき

ました。顔合わせの段階では多少緊張気味でした

が、NHK の E テレ「趣味の園芸」の「やさいの時

間」でお馴染みの藤田智講師のユーモアたっぷりの

話に引き込まれ、緊張感はほぐれ、なごみ、打ち解

け、楽しいひと時をみんなで共有することができま

した。コロナ禍で大勢が一堂に会する機会が無くな

っただけに、参加者は、楽しい空間に浸り、初回の

緊張感を乗り越えて和気あいあいと笑顔がギャラリ

ー画面いっぱいに広がりました。正直、開催までの

準備は大変でしたが、参加者全員が笑顔を取り戻

し、野菜作りへの意欲をのぞかせる表情を見ると、
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やってよかったなと実感し、これまでの苦労がどこ

かに飛んでいきました。(笑) 第 2 弾は、都合でオン

ライン講座に参加できなくても録画を見ることがで

きるよう態勢を整えました。第 1 回目の講座から 5

種類の野菜の種を植える課題が、先生から出されま

した。春野菜の栽培への期待と夢が大きく膨らみま

す。 

（石田記） 

 

ぽんぽこ農園便り 
4 月 20 日の午後、雨も上がり畑の中に入れる状態を

見越して佐々木さんを誘いジャガイモ、玉ねぎの雑

草取りや間引き作業のため農園に入りました。井上

さんにも声をかけたら、膝の状態もかなり良くなっ

てきたようなのでご一緒していただきました。顔色

も声も元気いっぱいでした。ジャガイモの成長と被

ります。(笑)  

ジャガイモは、目印代わりのロープを外し、また少し

だけ間引きをしたので全体がすっきりし、成長に弾

みがつきます。これからは、昨年の教訓を生かし、葉

っぱを食べつくす害虫の駆除を丹念に行う予定です。

薄手のビニール手袋をはめて潰します。週末には、次

の里芋の植え付け作業を予定しています。今年は、良

い種芋を手に入れ、昨年のリベンジを図りたいとこ

ろです。忘れ去られていたらっきょの試し植えの方

も、ほったらかし状態でしたが、逞しく育っていま

す。玉ねぎは、5 月末には収穫できる状態です。 

（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。 

◆東京 YMCA の組織改編について◆ 

機関誌「東京 YMCA」4 月号の１面において、「2021

年度全体運営方針について」の概要が掲載されてい

ます。方針の中に「YMCA とは何か」をわかりやす

く伝えるため、すべての事業が「なんのために行われ

ているのか」という CAUSE（存在根拠）に置き換え

る組織改革が含まれています。 

 

―すべての事業を CAUSE に沿って再編― 

「拠点」や「事業」「法人」というくくりではなく、

「なんのために」という根拠に沿って再編を行いま

す。2021 年度は過渡期となりますが、最終的には「ウ

エルネス・野外」「国際・生涯学習」「地域福祉」「教

育保育」という 4 つに分類されることとなります。

例えば、2020 年度まで公益財団法人の「学校」であ

った国際ホテル専門学校は「国際・生涯学習」に、社

会体育・保育専門学校は「ウエルネス・野外」に属す

ることになります。学校法人のくくりにあった医療

福祉専門学校は「地域福祉」として、世代間交流やア

フタースクールといった活動とともに社会貢献を目

指すこととなります。 

一方で、「分類される細目」はこれまでの事業が中心

となります。これまで事業的な関わりの少なかった

事業を CAUSE でくくることによって新たな可能性

を広げていくという試みでもあります。 

「拠点」を軸とした「コミュニティーセンター」も事

業を軸に細分化されています。同じ建物の中にあり

ながら“縦割り”のような組織になってしまわないよ

うに、職員も含め、より一層 YMCA の CAUSE（存

在根拠）を意識していかなければならないと思って

います。みなさまのご理解とご協力をお願いいたし

ます。 

◆今後の主な行事 

・「第 18 回会員大会」 5 月 22 日 

 

これからの予定  
・5 月 10 日(月)19:00～5 月第 2 例会 

・5 月 11 日(火)19:00～プランター栽培講座 2 回目 

・5 月 25 日(火)19:00～プランター栽培講座 3 回目 

・6 月 1 日(火)19:00～ 6 月例会 

・6 月 7 日(月)19:00～ 6 月第 2 例会 

 

 

＊いずれも Zoom 会議 

 


