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2021 年 
9月号 

（第62号） 

今月のことば 
「この方こそ、あなたがた 

家を建てる者に捨てられた

が、隅の親石となった石で

す。」使徒言行録第 4章 11

節    

      （藤田智選） 

 

（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：EMC （Extension, Membership & Conservation）クラブ拡張、会員増強・維持啓発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【巻頭言】「若者の成長を願って」 

第 32 回 オ リ ン ピ ッ ク 大 会

「TOKYO2020」が開催されました。

コロナ禍における開催については

様々な意見があると思います。1 年

延期となりましたが、今回の選手た

ちの活躍をモニター越しに観て感動

し励まされた方も多かったのではな

いかと思います。一方、コロナ禍に立ち向かって命が

けで“仕事”をする人たちがいます。東京 YMCA 医

療福祉専門学校で人材を育成する医療と介護福祉の

分野もその一つです。社会がどのような状況下にあ

っても、決して歩みを止めることができない“命”を

守る仕事のひとつです。学校の学びの中でもっとも

重要なのは「実習」です。学校の中では「いかに実習

に出ることができるか」の準備の学び、そして、卒業

に向けて「いかに命を守る現場で通用できるか」を学

んでいくことになります。校舎を使った対面形式で

学びの継続のために学生・教職員ともに感染症対策

に注意しています。オリンピック大会開催か中止か

の決断とは比べものになりませんが「対面授業を継

続できるか、オンラインにするか、実習をいかに行う

か、延期にするか…」と悩みは尽きません。YMCA

先人たちにならい、常に学生の成長を見つめて決断

をしていきたいと思います。     （小野実） 
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 メンバー     6名 BF ファンド 

在籍10名  メーキャップ 2名 切手       g (今年度累計    ｇ) オークション     0円 

 (内広義会員1名)  出席率      89％ 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21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15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 7 日(火) 19:00～20:30 

会場：Zoom による WEB 開催 

司会：田中博之書記 

 

＊開会点鐘および会長挨拶  伊藤幾夫会長 

＊今月のことば   藤田 智 

＊ゲスト/ビジター紹介 会長 

＊ゲストスピーチ「仲間達と過ごした４年間」 

  松井耀一郎さん (リーダー名：イール) 

  西東京センターリーダーOB 

＊チーム報告（プランター講座、ぽんぽこ農園、 

  多摩社協、地域奉仕） 

＊YMCA ニュース・連絡等 

＊メンバー近況報告 

＊ハッピーバースデー 

＊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。） 

2021～2022 年度 主題 
 

クラブ会長 伊藤幾夫「楽しさをシェアしよう！」 
 

東新部部長 松香光夫(東京町田コスモス) 

          「何が問題か､どうしたら良いか､道は一つではない」 

東日本区理事 大久保知宏(宇都宮)「私たちは 次の世代のために 何ができるか？」 

アジア太平洋地域会長 大野 勉(神戸ポート)「100 年を越えて変革しよう」 

国際会長 キム・サンチェ(韓国)「世界とともにワイズメン」 

 

《クラブ役員》会長 伊藤幾夫 副会長 安藤慎次 直前会長 深尾香子 

   書記 田中博之 会計 綿引康司 担当主事 小野 実 

9 月の Happy Birthday  

 今月は該当者がありません。 
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8月例会報告 
8 月 3 日（火）、当クラブ、東京町田コスモス、東京
町田スマイリングの 3 クラブ合同例会が開催されま
した。今期、偶数月は、3 クラブの合同例会を行うこ
とになっていますが、この取り組みのスタートとな
る例会で、当クラブが幹事となって開催されました。
ビジター、ゲストを含め 21 名の参加者で、賑やかな
例会になりました。特に、前日に東京町田コスモスに
入会された加藤祐一さん（元東京目黒クラブ）、プラ
ンター栽培講座参加をきっかっけにワイズへの入会
を考えていらっしゃる田畑さと子さんの参加があっ
たことは、とても嬉しいことでした。 

会は、開会点鐘、久しぶりのワイズソング、「今月の
言葉」で始まり、3 クラブの会長挨拶、松香東新部部
長の挨拶に続いて、参加者全員による自己紹介等の
スピーチが行われ、お互いのことを良く知る機会と
なりました。 

東新部部大会の案内、第 3 回プランター栽培講座の
紹介、YMCA 報告、「ハッピーバースデー」が行わ
れた後、東新部部大会のリハーサルを兼ねて「東新部
の歌」を歌い、閉会となりました。 

本来は、「納涼例会」として、飲食を共にする懇親の
場としたかったのですが、コロナ禍によりそれは叶
いませんでした。それでも、閉会後、第 2 部として、 

Zoom のブレークアウト（分団）機能を用いて、有志
がふたつのグループに分かれ、飲み物を片手に「オン
ライン懇親会」を行うことができました。（田中記） 

《出席者》21 名：【メンバー】＜東京多摩みなみ＞

石田、伊藤、田中、深尾、藤田、綿引＜東京町田コス

モス＞今村、加藤、権藤、富樫、松香、谷治＜東京町

田スマイリング＞太田、尾張、城田、為我井【ビジタ

ー】＜東京＞佐藤）、＜東京八王子＞小口、中里、山

本【ゲスト】田畑【メーキャップ】安藤、小野 

今月のスピーカー 
松井耀一郎さん 

(リーダー名：イール) 

西東京センターリーダーOB 

 

 ●プロフィール 

名古屋生まれ。中高を北海道の全

寮制の学校で過ごし、大学で上京。 

リーダー活動では主に小学生や中高生を対象のプロ

グラムに 4 年間参加。現在は、車のリサイクル関係

の会社に勤務しています。 

 

卓話「仲間達と過ごした４年間」 
《概要》 

大学へ届いたキャンプ募集に申し込み、ふと始まっ

たリーダー生活。何度も辞めようか悩んだ時期もあ

りましたが、そこには一緒に悩み考えてくれる仲間

の存在がありました。リーダー活動を通し、人と関わ

ることの楽しさ、難しさ、多くの事を感じた 4 年間、

そしてどんな点が社会人となり活かされているか、

お話し出来たらと思います。 

  

8月 3 クラブ合同例会を終えて 
東京町田コスモスクラブ会長 今村路加 

 

第 1回の合同例会お疲れさまでし

た。普段の例会よりもたくさんのワ

イズメンとの Zoom になり、雰囲気

も違ったものになりました。世の中

も持続可能な社会の流れの中で、ワ

イズメンズクラブも楽しく持続可能

なクラブの為に近隣の皆さんと益々交流が盛んにな

ることを願っています。今後もよろしくお願いいた

します。 

 

東京町田スマイリングクラブ会長  為我井輝忠 

 

「納涼合同例会」と銘打った三クラブ

（東京多摩みなみ、東京町田コスモ

ス、東京町田スマイリング）の合同例

会が８月３日に行われました。3 クラ

ブだけでなく、他クラブの方々も多数

参加されて、和やかでありながら議論が起こりつつ

も今後のあり方が見えてきたような例会でした。共

同で一つのことに取り組むことは大きな力が合わさ

り、一クラブでは出来ないことを実らせてくれまし

た。今後、10 月、12 月と合同例会は続きますが、早

くコロナウイルスが終焉し、対面で実施することが

出来るように望んでいます。今回、様々な労をとって

いただいた東京多摩みなみクラブの皆様に感謝いた

します。 

 

オンライン懇親会 



3 

 

8月第 2例会（運営会議）報告 
8 月 9 日（月）19:00 から、Zoom で 8 月の第２例会

が開催されました。例会報告、会計報告、9 月例会の

プログラム、9 月ブリテンの検討、第 3 回プランタ

ー栽培講座、ぽんぽこ農園、多摩社協関係の報告、情

報共有等が行われました。 

クラブ FB の担当者を拡充すること、クラブ Gmail

を全クラブメンバーに開放すること、また、QR コー

ド付きの名刺については、ひとり 50 枚まで、クラブ

会計の負担で作成することが決まりました。 

東京八王子クラブ、東京武蔵野多摩クラブから要請

があった東京 YMCA インターナショナル・チャリテ

ィーランへの当クラブからの支援については、8 月

12(木)に改めて論議した結果、3 万円を支援すること

が決定されました。         （田中記） 

《出席者 8/9》5 名：石田、伊藤、田中、深尾、綿引 

《出席者 8/12》7 名：安藤、石田、伊藤、小野、田

中、深尾、綿引 

 

部大会のご案内 

今年度の東新部部大会は、コロナ感染が拡大の傾向

にあるため、Zoom での開催となります。年に一度の

大会ですので、みなさんのご参加をお願いします。 

                  （伊藤記） 

＊日時：9 月 11 日(土)13:30～16:30 

《プログラム》 

＊第 1 部(13:30～)「学びと研鑽」 

「絆を深める時」東日本区理事 大久保知宏さん 

「アフターコロナと東京 YMCA」 

東京 YMCA 総主事 菅谷 淳さん 

「国際協会/アジア太平洋地域の現状と新しい取り組

み」 アジア太平洋地域元会長 田中博之さん 

＊第 2 部(14:50～)「交流と親睦」 

 音楽のひととき、クラブ会長のひとことなど 

 

ユースボランティア･リーダーズフォーラム(YVLF) 
各クラブからの拠出金で運営される YVLF は、今年

度は Zoom での開催となります。今回で 33 回目とな

ります。ワイズの主催する行事として、たいへん意義

のある行事のひとつとして、継続されています。次世

代を担うボランティアリーダーたちの「学び」を期待

して、充実したプログラムが毎回準備されています。

今年度は下記のとおり開催されます。 

日時：9／11(土)、12(日) Zoom 

プログラム 

第 1 日目(13:00～18:00)  

 「リーダーに求められるもの」 

第 2 日(9:00～18:00) 

 基調講演講師：平良愛香さん（川和教会牧師） 

自らセクシャルマイノリティをカミングアウト。

人権、平和などをテーマに講演活動をされてい

る。               （伊藤記） 

 

第 3回プランター栽培講座のご案内 
講師は、NHK e テレの趣味の園芸「やさいの時間」

でお馴染みの我がクラブのメンバーでもある藤田智

メンです。第 2 回講座（春野菜）に参加されたみな

さんから強い後押しの声を受けまして、継続開催す

ることになりました。今回のテーマは、「秋野菜」で

す。前回同様、自宅のプランターを使って種と苗の植

え付けを実践してもらいます。講座は、全 5 回、自

宅からZoomで参加するオンライン講座となります。

午後 7 時開催で所要時間は 1 時間 15 分程度です。9

月 28 日(火)から隔週火曜日、同じ時刻に開講されま

す。今回から講座を盛り上げていただく意味もあっ

て聴講だけの参加を新たに設けることになりました。

北は、北海道の十勝クラブから西は、静岡県の沼津ク

ラブ、三島クラブまで Zoom ならではの広域的で多

彩な顔触れが予定されています。 

この講座は、ワイズの仲間内の参加が基本ですが、友

人を誘いコロナ禍で鬱屈とした暮らしをしばし忘れ、

楽しいひと時を仲間と一緒に過ごし、野菜作りに目

覚めてみませんか？芽が出て茎が伸び、葉っぱや実

がつく変化を目の当たりにすると心が弾みます。参

加者から送られてくる生育写真を毎回講師が、ワン

ポイントレッスンします。笑いあり、落胆あり、時に

はお褒めの言葉を頂戴したりと、参加者同士のコミ

ュニケーションの場に早変わりします。 

参加費は、全 5 回一括で 4,000 円です。聴講参加者

は、全 5 回通しで 1,000 円となっています。ニュー

フェイスの参加を期待しております。（石田記） 
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「東日本区 CS･Yサ事業主任」として 
8 月末、第１回委員会を開催し、主査さん達とお顔

合わせをしました。メンバーは、以前から仲良くし

て頂いている方あり、はじめての方あり、お互いに

ドキドキしながらの Zoom–MTG となりましたが、

自己紹介が進むにつれて和やかな時間となって、事

前にお調べ頂いた昨年の CS・Y サ事業の状況を交

歓することができました。さて、1 年間この大役を

担う私にとって心強いのは、トロイカ体制として、

2 年前の片山啓さん（茨城）から詳細な資料を引き

継ぐことができ、直前主任の小原史奈子さん（東京

たんぽぽ）が強力にバックアップしてくれている事

です。事前の準備、当日のフォロー、そして今は議

事録をまとめながらメールに電話と連日やりとりを

し、1 年目のコロナ禍を乗り切った史奈子さんの経

験を聞きながら、今年はどう在れば良いのか 2 人で

話し合っています。 

また、着任直後に発生した熱海の災害は、主任方針

に掲げた「災害時の安否確認と支援体制の整備」を

改めて“自分事”として皆さまと共に考える必要を痛

感しています。9 月も頑張って働きますので、よろ

しくお願い致します。        （深尾記） 

  

 

 

 

ワイズ・ナイトフォーラム Zoom開催情報 

Change! 2022 推進委員会の特別企画として会員増

強クォーターとして 2021 年 9 月 1 日～2021 年 11

月 30 日の 3 ヶ月間に期間を設定し、集中的に会員

増強活動を推進することになりました。その会員増

強活動の一環として「ワイズ・ナイトフォーラム」

を開催します。その第 1 回目の卓話者として我がク

ラブの藤田智さんが登壇されます。プラグラムは、

以下の 3 部構成です。 

（Change! 2022 推進委員 石田記） 

1 部 個性的で魅力的なメンバーによる卓話（会員 

      強にこだわらないテーマ） 

 第 1 回卓話者 藤田智さん（東京多摩みなみ） 

 第 2 回卓話者 利根川恵子さん（川越） 

 第 3 回卓話者 西村隆夫さん（元ワイズ国際書記 

      長） 

2 部 魅力を語るパネルディスカッション 

 ファシリテーター 佐竹誠（東京ベイサイド） 

   他パネラー4 名 

「カンボジアに園児服を送る活動を紹介」 

3 部 素朴な疑問にお答えします。 

   （フリーディスカッション） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワイズ紹介 QR コード付名刺作成中 
8 月号でもお知らせしました「ワイズ紹介スマホ専

用サイト」が正式にリリースされました。当クラブで

は表記の名刺をクラブ全員に各 50 枚印刷すること

になりました。お友達やお知り合いの方に是非、ワイ

ズ活動をご紹介（名刺裏面の QR コードをスマホで

読み取るとワイズ紹介動画が見られます）していた

だければと思い

ます。今年度から

ワイズメンズク

ラブは「一般社団

法人」となりまし

た。ワイズの輪を

広げて行きまし

ょう。（伊藤記） 
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国際協会・アジア太平洋地域ニュース 
第 29回アジア太平洋地域大会 
⚫ 8 月 14 日（土）、第 29 回アジア太平洋地域大会

が、台湾・台南を会場として、Zoom のハイブリ

ッド形式で開催されました。参加者は、会場参加

者の数十名と Zoom での参加者約 250 名、

YouTube での視聴者約 40 名でした。 

⚫ 通常 2 泊３日で開催される大会ですが、プログラ

ムを絞り、国際会長等の挨拶、基調講演、アジア

太平洋地域会長の就任式等が行われました。 

⚫ 音声が途切れたり、同時通訳機能が働かなかった

り、Zoom の運営に不備があったことは、残念で

した。 

⚫ 次回の第 30 回アジア太平洋地域大会は、2023 年

の夏に香港で開催されます。私が大会委員長を務

めます。ご支援ください。 

ワイズメンズクラブ国際協会 100周年祝賀会 
⚫ ワイズメンズクラブ国際協会は、来年に創設

100 周年を迎えます。(ちなみに、初めてのワイ

ズメンズクラブ（米国オハイオ州・トレドクラブ）

が設立されたのは、1920 年です) 

⚫ 2022 年夏にハワイで開催される予定であった

国際大会において、100 周年を盛大に祝う予定

でしたが、コロナ禍で、不確実な要素が多く、残

念ながら国際大会は中止となってしまいました。 

⚫ その代わりに、2022 年 11 月 15-17 日に台湾・

台北で「100 周年祝賀会」が開催されます。 

⚫ 第 30 回アジア太平洋地域大会と併せて、この頃

にはコロナ禍も終息していて、多くの方が参加

できることを願っています。 

アジア太平洋地域憲法＆ガイドライン改定投票結果 
⚫ アジア太平洋地域憲法およびガイドラインの改

定についてのアジア太平洋地域全クラブ会長に

よる投票が 8 月 15 日に締め切られ、投票総数

136 クラブの内、134 クラブの賛成で、改定が承

認されました。 

⚫ 全アジア太平洋地域の投票率は 61％、東日本区

は 44%でした。 

⚫ このあと、国際協会憲法審査委員会、国際議会で

承認後、発効となります。 

⚫ 私が 7 月 17 日に東日本区各クラブ会長に行っ

た、改定内容の説明とアジア太平洋地域の現状

等の解説は、以下でご覧いただけます。 

https://www.youtube.com/watch?v=sX-nUOHKggs 

（田中記） 

プランター栽培講座を通じた CS活動報告 
プランター栽培講座のもう一つの成果は、この講座

を通して地域の CS 活動に何とか貢献できないもの

かと模索する中で実現できたことがあります。それ

は、参加費から必要経費を差し引いて残った資金

（講座の運営そのものはボランティアで支えられて

います）は、東京 YMCA に 20,000 円の他、地元の

NPO 団体の子ども食堂に

10,000 円（右写真）、慈有塾

に 10,000 円（高校卒業認定受

験者のための無料塾）合計

40,000 円を寄付いたしまし

た。ささやかではあります

が、参加者のみなさんと共に

ボランティアの心（for well-

being、より良くなってもらう

ために）をお届けすることが

できました。このことを講座の最終回に参加者に報

告したところ、参加者からも素晴らしい企画だと好

評をいただきました。期せずして自分たち（参加

者）の参加費の一部が、well-being のための寄付金

となったことにいたく感動された方が多くいまし

た。更には、サプライズゲストとして慈有塾の高木

代表が Zoom 画面に登場しお礼の言葉を述べていた

だきました（下写真）。 

 

この仕組みは、ワイズの地域 CS 活動のための原資

作りとなるファンドレイジングと講師や事務局スタ

ッフのボランティアによるサポートと参加者を含む

寄付行為が、一体化された well-being の活動モデル

と位置付けることができます。 

また、思わぬこととしてワイズメンからの紹介者と

して参加したご友人の一人が、東京町田コスモスク

ラブに入会することになりました。この様な形でワ

イズの仲間が広がり、Zoom での交流を通じてワイ

ズの楽しさや人の輪が広がることは、素晴らしいこ

とだと思います。この講座の参加者にとっても

well-being な、心地よい気持ちに浸ることができた

のではないかと思います。講師、事務局スタッフ、

参加者、NPO 団体とそれにつながる被支援者が、

ともに well-being を共有できた瞬間でした。 

（石田記） 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sX-nUOHKggs
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YMCAニュース      担当主事 小野 実 

◆東京パラリンピック関連 

8 月 24日から開催されている東京パラリンピックの

聖火を全国各地でおこす「採火式」に、江東区内の高

齢者施設を代表して、東京 YMCA が運営するグラン

チャ東雲（江東区児童・高齢者総合施設）が協力しま

した。また、大会開催期間中には、社会体育・保育専

門学校の学生がボランティアとして運営に携わって

います。安全に大会が終わりますようにお祈りくだ

さい。 

◆ご寄付感謝 

東京多摩みなみワイズメンズクラブより、東京

YMCA の活動のために 20,000 円のご寄付をいただ

きました。感謝いたします。 

◆今後の主な行事日程  

・早天祈祷会（「関東大震災第 98 周年記念追悼合同 

        早天礼拝」との合同）9 月 1 日 

 会場：在日本韓国 YMCA（オンライン配信あり） 

 奨励者：徐正敏（ソ ジョン ミン）氏 

     （明治学院大学教授） 

・第 35 回インターナショナル・チャリティーラン 

（スマートフォンアプリを使ったウォーキングイ 

 ベントとして開催） 

 個人参加：10 月 16 日～22 日 

 チーム参加：10 月 23 日～31 日 

 （当クラブは、東京武蔵野多摩クラブ、東京八王 

  子クラブとの合同チームとしてエントリー） 

・東日本地区 YMCA 役員研修会 11 月 23 日（オン

ライン） 

会計からのお知らせ 

【東新部部費について】 
東新部に所属するワイズメンズクラブは、新年度入り後

の 8 月 31 日を期限として部費を納入します。部費は、

会員 1 人当り年額 3,600 円で、「半年報」にもとづいた

会員数に応じた金額となります。あわせて、ユースボラン

ティア・リーダーズフォーラム協力金（10,000円）、CS資

金（1,250 円×会員数）、ASF 資金（250 円×会員数）を

納入しますが、今年度は、YVLF 協力金は徴収されな

いことになりました。                 （綿引記） 

連絡・報告 
＊8 月 28 日(土)19:00～20:30 Zoom で東日本区臨時

代議員会が開催されました。議題は、昨年度の決算報

告など。引き続き一般社団法人会員総会が開催され

ました。 

＊9/7(火)9 月例会 19:00～ Zoom 

＊9/11(土) 東新部部大会 13:30～16:30 Zoom 

＊9/13(月)9 月第 2 例会）19:00～ Zoom 

＊10/11(月)10 月第 2 例会 19:00～ Zoom 

＊10/16(土)3 クラブ合同例会 18:30～ Zoom 

（注)10 月例会は、合同例会のため日程が異なりま 

  す。               （伊藤記） 

編集後記 
9 月に入り、気温が急に下がりましたが、これは一時

的な気候のようです。8 月は猛暑とコロナ・デルタ株

の感染拡大で肉体的にも精神的にも疲れる日々が続

きました。一方で東京五輪、パラ五輪が開催されて、

TV で観るアスリートの懸命な姿には心動かされる

場面もありましたが、ちぐはぐな気分がずっと続き

ました。まさにこれが「コロナ禍」なのだと気づかさ

れました。長期にわたる「ちぐはぐな気分」はワイズ

の活動にも大きな影響を与えています。「ワイズの楽

しさをシェアしよう」という一人ひとりの気持ちの

持ち方次第で「ちぐはぐ気分」も変わってくることを

期待したいと思います。（I.I） 

 
 


