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2022 年 
7月号 

（第72号） 

今月のことば 
 
「人にしてもらいたいと思

うことを､人にもしなさ

い｡」 

新約聖書 マタイによる福音

書 7 章 12 節（田中博之選） 

       

（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：キックオフ、Change !2022、PR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

巻頭言 「みんなで喜びをシェア！」 
新年度のスタートです。当クラブ

の誕生日は 7月 17日ですから 7年

目のスタートとなります。ここ 2年

以上はコロナ禍でリアルな例会、

活動がほとんどできませんでした。

そのような中「プランター講座」を

オンライン（Zoom）で開催すると

いう、当クラブのオリジナル CS 活動を生み出しま

した。すでに開催は 3 回を数え、毎回 20 名超の受講

者を得てたいへん盛況でした。このことが東日本区

の目にも留まり、6 月のワイズ・ナイトフォーラムで

のプレゼンに繋がりました。今期は、第 4 回講座と

して、対象者を広げて講座の展開を計画しています。 

今期の会長主題は「みんなで喜びをシェア！」としま

した。昨年度の「3 クラブ合同例会」を今年度も継続

したいと思います。さらに、今年度は、当クラブの深

尾さんが東新部部長です。深尾さんは、部長主題とし

て「All 東新部」を強調しています。クラブとして、

深尾部長を全面的にバックアップしていきたいと思

います。昨年度、東京町田コスモスクラブ、東京町田

スマイリングクラブとの協働で得られたメリットを、

今年度は、さらに東新部 7 クラブにまで広げていけ

たらと考えています。ワイズの喜びを共にシェアし

合いたいと考えています。     （伊藤幾夫） 

 

 

６

月  

例

会 

  

出

席

内

訳 

 メンバー     7名 BF ファンド 

在籍11名  メーキャップ 0名 切手       g (今年度累計    ｇ) オークション     0円 

 (内広義会員2名)  出席率      78％ 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22名  メネット     0名 ぽんぽこファンド   7,000円 スマイル         0円 
  ゲスト・ビジター 15名    (今年度累計 28,500円)  (今年度累計     0円) 

７月例会プログラム 

    日時：7 月 5 日(火) 18:30～20:00 

会場：ベルブ永山 4 階学習室 

    (オンライン Zoom 参加もできます) 

 

司会：田中博之 

＊開会点鐘       伊藤幾夫会長 

＊ワイズソング 

＊今月のことば 田中博之 

＊ゲスト/ビジター紹介 会長 

＊クラブ役員就任式 

＊クラブ会長所信表明 会長 

＊東新部部長公式訪問挨拶 深尾香子部長 

＊チーム報告（農園、多摩社協、地域団体） 

＊YMCA ニュース・連絡等 

＊部役員から一言 

＊ハッピーバースデー 

＊スマイル献金（いいこと・ひとこと） 

＊オークション 

＊閉会点鐘  会長 

 

（3年振りのリアル例会です。久しぶりにオークシ

ョンも行いますので、お品物をお持ちください） 

 

 

2022～2023 年度 主題 
 

クラブ会長 伊藤幾夫「みんなで喜びをシェア！」 
 

東新部部長 深尾香子(東京多摩みなみクラブ) 

        「All 東新部、始動！Change ! 2022 ラストスパート、ポスト 2022 始動」 

東日本区理事 佐藤重良(甲府 21)「未来に向けて今すぐ行動しよう」 

アジア太平洋地域会長 シェン・チ・ミン (台湾)「新しい時代とともに、エレガントに変化を」 

国際会長 K・C・サミュエル(インド)「フェローシップとインパクトで次の 100 年へ」 

 

《クラブ役員》会長 伊藤幾夫 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 

7 月の Happy Birthday  

  7 月は該当の方がいらっしゃいません。 
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6月例会報告 
今年度最後の例会は、6 月 6 日（月）に 3 クラブ合
同例会として、東京町田コスモスクラブの幹事で、玉
川学園コミュニティーセンターを主会場とするハイ
ブリッド方式で開催されました。 

メインプログラムは、「グローバルカフェの挑戦 ～
国際的視野獲得と世代間交流を目指して」と題する
プレゼンテーション。2021 年 9 月に東京町田コスモ
スに入会した田畑智子さんが主催する、「パーク・グ
ローバルスクール」および同学校が運営する「グロー
バルカフェ」について、田畑さんがコーディネーター
となり、共同で運営しているディネス・ジョシさん
（ネパール出身）、インターンの長瀬優衣さん（武蔵
野大学学生）から紹介がありました。内容は、社会が
目まぐるしく変わる時代に必要なことは何か、SDGs

の次にくると言われている Well-being とは何か、私
たちの価値観はどこにあるのか、私たちはどう未来
の社会を共創できるのか、「グローバルカフェ」の目
標と過去 2 回の開催内容についてなどでした。 

参加者全員のひとことスピーチも行われ、定刻に閉
会となりました。 

合同例会開始時刻についての取り決めが守られず、
当クラブの多くのメンバーが遅れての参加となった
ことは、残念でした。        （田中記） 

≪出席者≫石田、伊藤（幾）、伊藤（江）、田中、深
尾、藤田、綿引（7 名）【ビジター】東京町田コスモ
ス：今村、加藤、権藤、田畑、富樫、松香夫妻、谷治、
東京町田スマイリング：尾張、城田、為我井、東京武
蔵野多摩：板村、東京八王子：小口【ゲスト】長瀬優
衣、寺澤邦彦 

5月第 2例会（運営会議）報告 
6 月 13 日（月）19:00 から、Zoom で 6 月の第２例

会が開催されました。例会報告、会計報告、7 月例会・

７月ブリテン構成の確認の他に、以下のことが報告、

話し合われました。 

⚫ 東日本区大会報告（当クラブの表彰結果：別掲） 

⚫ ぽんぽこ農園の現状、今後の予定 

⚫ 第 6 回ワイズ・ナイトフォーラムでの当クラブの

プレゼンの準備 

⚫ 次期クラブ会長主題、計画の披露 

⚫ 8 月合同例会概要：納涼例会として、ベルブ永山

調理室でカレーを調理し、食事会を行う。 

≪出席者》石田、伊藤（幾）、田中、深尾、藤田、綿

引（6 名） 

 部長公式訪問に寄せて  

 

新部長にご協力を！ 
          

  東新部部長 深尾 香子 

 

松香部長の後を引継ぎ、深尾が部長を拝命しました。

これは、私の個人の力ではなく、東京多摩みなみのク

ラブとしての力を諸先輩が認めて下さったことに起

因しています。そういう理由で、7/1から我々は、自

クラブのみならず、東新部全体の「元気」を牽引する

役目を担うことになりました。従来のぽんぽこ農園

の活動に加え、コロナ禍で導き出した新しい形の野

菜作りは、他クラブの活動へ、形を変えながら利用し

て貰う事を想定したプロトタイプです。今夏再び動

き出す「秋・冬野菜講座」も、皆さまの笑顔のご参加

によって、多くの方に注目されますようにキラキラ

と輝かせて下さい。 

次に部全体に目を転じます。深尾年度は、７つのクラ

ブで力を合わせ、問題解決に望みます。７人の会長に

よる話し合いの機会を持ち、行くべき道を探るので

すが、そこにひとつの具体例として、在日の外国籍の

子どもたちの支援をテーマに掲げます（SDGs×Youth 

Action）。これは、東日本区によって、在京クラブか

ら東・西日本区へ拡げるための、最初の一歩として与

えられた課題で、長期の支援を必要とします。今後、

ワイズ全体の柱の事業となるはずですので慎重に育

てて行くことになります。ワイズメネット・ワイズウ

ィメンの垣根を越えた、女子会（仮）の開催も計画中。

こちらは女性のおしゃべりから新しい気付きを探す

ために行います。きっと壮大なアイデアが飛び出す

ので、後々、男性陣のご協力も仰ぐことになるでしょ

う。みんなの不安を少しでも減らしたい。パソコンや

スマホを使い慣れない人も助けたい。東京センテニ

アルのメンバーとも、もっと仲良くなりたい……。新

しいことに挑戦する年になるので、お金も使います。

よって、最初にふれた、プロトタイプをバネに…深尾

版オンライン講座でも立ち上げて、資産を減らさぬ

ように出来ないかと思案中です。 

さて、部の運営は、良く船に例えられているので倣っ

てみます。ベテラン伊藤さんを書記（一等航海士）に、

綿引さんと石田さんに新旧の会計（機関長）として、

助けてもらえる「深尾丸」は、区の監事でもある田中

さん（水先案内人）を頼りながら、順風満帆、海道を

逸する事なく巡航予定です。 

これらのことを、例会等々でお知らせしながら１年

間を歩みます。「例会には出席第一！」７月からリア

ル例会も再開します。早く皆さまにお会して、いろい

ろなお知恵を頂き、共に汗が流せることを心待ちに

しています。 
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新年度クラブ役員 
新年度のクラブ役員は次の方々です。どうぞよろし

くお願いします。 

会 長     書 記      会 計 

 

 

 

 

 

伊藤 幾夫    田中 博之        綿引 康司 
 
直前会長    担当主事  

 

 

 

 

 

深尾 香子     小野 実  

 

 

東日本区大会に参加して 
今年度の東日本区大会はオンライン Zoom での開催

となりました。大会に先立ち、6 月 3 日（金、夜間）

に開催された区役員会、４日（土）区代議員会に続く、

区大会のメインプログラムでは、ウクライナの現状

と支援の様子が大きく紹介され、ワイズ歴の短い人

の中には、人道支援の大切さや難しさに始めて触れ、

不安や疑問を感じている様子が見られました。しか

し、この動乱の中、国際協会の名の下に何をすべき

か、これまでの 100 年間に何をして来たか。私たち

には今それらを拡く伝えて行くチャンスが与えられ

ています。この 2 日間は、世界中に数多くある奉仕

団体の中から、YMCA とワイズメンズクラブが選ば

れるためのヒントを、皆で共有出来たのだと思いま

す。 

【各種表彰】5 日(日)に表彰式が行われました。今年

の我がクラブは、新入会員獲得努力賞を受賞するこ

とが出来ました。佐々木清勝さん、伊藤江理夫さんの

入会は、今後も我々の大きな力となることを皆で喜

びたいと思います。また、例年通り全献金（9 種類）

達成クラブとしても表彰されました。中でも、3 種で

は東日本区 58 クラブ中、１位を獲得、クラブ設立以

来の変わらぬ皆さまのご厚志に感謝致します。以下

詳細です。ASF 献金貢献賞(一人当たり)1 位：東京多

摩みなみ(1,128 円)。TOF 献金貢献賞(一人当たり)1

位：東京多摩みなみ(2,356 円)。YES 献金貢献賞(一

人当たり)1 位：東京多摩みなみ(611 円)。CS 献金達

成賞、FF 献金達成賞、新入会員獲得努力賞(2 名)、

BF 献金達成賞、RBM 献金達成賞、ユース活動支援

献金達成賞、PWALP 協力賞 

（深尾記） 

 

 

「東日本区 CS･Yサ事業主任」として 
6 月度報告：深尾 香子  

 

1. 区大会の期間中、同時開催された担当主事会（4

日 10：00～11：30）へ出席、17 人の担当主事と

交流。これまで築いてきた信頼と、これからの不

安や期待、更には、ユースリーダーの増員を望む

声も聴けました。私からは、ワイズの会員増強が、

YMCA の事業支援に直結する「自分事」である

と声を掛け、相互理解を求めました。 

2. 「国際 CS 賞」への申請を検討するも、,厳しい

条件に該当する事業は無し。次期に向けて、取り

組みのポイントを引継ぎました。 

3. 次期区常任委員会では、CS･Y サ事業の把握を行

い、広報（PR）専任委員、法人推進委員会、チ

ェンジ! 2022 推進委員会との共有を進めていき

ます。 

 

第 4回プランター講座（秋季コース）開催に向けて 
本来であれば、この 4 月に開催予定で計画が進めら

れていましたが、第 6 回ワイズ・ナイトフォーラム

の第 2 部のパネルディスカッションに我がクラブの

「プランター講座」が本決まりとなり、両方を段取

り良く進めることは、物理的に困難との判断から秋

野菜をテーマとするプログラムに変更することにな

りました。漸く、6 月 25 日(土)にワイズ・ナイトフ

ォーラムが無事終わり、最優先で第 4 回講座の練り

直しを進めて行くことになります。課題はいくつか

あって、①開催時期②開催回数と間隔③対象野菜の

選定④参加費の設定（苗の各自調達方式の導入）⑤

参加者の対象

範囲の拡大⑥

ハイブリッド

開催の可能性

と準備対応な

どです。いず

れも重たいテ

ーマであり、

みんなで知恵

を絞るしかあ

りません。幸

い、既存参加

者からは、講

座の継続を希

望する人が多

くいますの

で、期待にお応えしつつ新味を加味した内容、そし

て、力量の面でクラブとしての身の丈に合ったプロ

グラムにして行きたいと思っています。（石田記） 
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第 6回ワイズ・ナイトフォーラムの報告 
東日本区の Change! 2022 推進委員会が主催する非

ワイズの人向けの第 6 回ワイズ・ナイトフォーラム

の第 2 部で我がクラブの「プランター講座」につい

て内容の報告と簡単なパネルディスカッションを行

いました。Zoom で開催され、ピーク時には、50 名

近い参加者がいました。午後 8 時に開始し、9 時 45

分に無事終了できました。構成は、Part1 のプラン

ター講座の内容の説明と地域奉仕の関係。Part2 の

参加者のアンケートの取りまとめ報告と講師、藤田

智さんからのビデオメッセージ。Part3 のたまみク

ラブの深尾、伊藤、田中、綿引さんによる Q&A 方

式のパネルディスカッションでした。入念な準備に

心がけ、リハーサルでもみなさんにご協力をいただ

きました。Part1 のパワポを使ったプレゼンテーシ

ョンは、深尾さんの

アイデアを沢山取り

入れ、図やイラス

ト、写真を有効に取

り入れ、画面を見た

瞬間にその様子を想

像できるよう工夫してもらいました。画面に合わせ

たノート作りも有効だったと思います。Part2 のア

ンケート報告は、参加者の生の声をお届けし、講座

の雰囲気を感じ取っていただくよう努めました。藤

田智さんからのビデオメッセージは、臨場感を高め

る上で有効だったと思います。Part3 のパネルディ

スカッションは、Zoom でのやり取りになりますの

で基本となる台本を

予め用意し、それに

沿って進行しまし

た。さすがに慣れた

面々なのでアドリブ

を織り込みながらス

ムーズに終えること

ができました。司会進行役の私は、みなさんの様子

を確認する余裕もなかったのですが、参加者の数名

からメールや FB で内容が分かりやすく、非常によ

かったとのお言葉や、一般参加した稲葉さんのご主

人も一緒に Zoom を見ていてワイズの活動の素晴ら

しさに感動されていたと知らせてくれた東京八王子

クラブの小口さんの報によれば、画面の参加者の中

に稲葉さんのご主人と親しい間柄にあるスマイリン

グクラブの為我井さんを発見できたとのこと。リモ

ートから参加した森本俊子ワイズからは、次回第 4

回の秋季プランター講座に友人と一緒に参加したい

とか、「ちむどんどん」するようなメッセージが届

きました。8 月 2 日(月)の 3 クラブ合同例会は、為

我井さんのスリランカの友人にお願いし、ベルブの

調理室を使ってカレーパーティーを行い、広義会員

にも声掛けし、小口さんと稲葉さんご夫妻を誘って

みんなで楽しめたらいいなと勝手に想像を膨らまし

ています。(笑)           （石田記） 

ぽんぽこ農園便り 
6 月 17 日(金)の午後 2 時半からジャガイモ掘りをし

ました。好天に恵まれ、伊藤さん親子、東京八王子ク

ラブの小口さんと友人の稲葉さん、田中さん、井上さ

ん、佐々木さんと石田の 8 人が参加してくれました。

残念ながら、キタアカリは、病気にかかり、成長不足

でしたが、メイクイーンと男爵は、満足できる収穫が

できました。

大小織り交ぜ

て 300 個の収

穫量でした。

即日販売し、

当日売り上げ

は、6,300円で

した。 

7 月 5 日の本

例会用に 10 袋を確保しています。その分の見込み売

り上げは、2,000 円を予定しています。(笑) みなさ

まのご協力ありがとうございました。トウモロコシ

は、一部カラスに食べられたていたので佐々木さん

がネットを張ってくれました。6 月 26 日(日)の朝、

農園を覗いたらナスとピーマンが大きくなっていた

ので急ぎ収穫し、ナス 12 個、ピーマン 10 個を聖蹟

桜ヶ丘の「慈有塾」に

届けてきました。梅雨

時ながらカンカン照

りが続き、里芋、サツ

マイモ、ミニトマト、

ナス、ピーマンには、

水やりをしてきまし

た。夏場の水やりは、

欠かせない所ですが、水タンクが設置され随分楽に

なりました。大型ジョウロ 10 回でも疲れません。(笑) 

（石田記） 

 

2022年度上期会費納入のお願い  

会計：綿引 

ワイズメンズクラブは 7 月から新年度となります。

つきましては、会員の皆様には上期分の会費の納入

をお願いいたします。 

【会費】一般会員 18,000円（月 3,000円×6カ月）、

広義会員 9,000円（月 1,500円×6カ月） 

担当主事 6,000 円（月 1,000 円×6 カ月） 

なお、今月から集会方式での例会となりますが、会費

の納入は会計への直接手渡しではなく、必ずクラブ

口座へお振込下さい。 

【振込口座】 多摩信用金庫 桜が丘支店 普通預金

0251660  東京多摩みなみワイズメンズクラブ 
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東新部第１回評議会のお知らせ 

ワイズの新年度、7 月になりました。 

東新部では、下記の日程で第 1 回評議会を開催しま

す。新年度は、深尾部長のもと、新たな東新部を目指

してスタートを切ります。当日は、深尾部長から「所

信表明」が述べられます。部会計として綿引さん、部

書記として伊藤、部担当主事として小野さんも加わ

ります。クラブのみなさんのバックアップもよろし

くお願いします。 

《出席予定者》 

部役員：深尾部長、石田直前会計、綿引会計、小野担

当主事、伊藤書記 

クラブ 3 役：伊藤会長(重複)､田中書記、綿引会計(重

複)  以上の 6 名です。 

 

＊日時：7 月 23 日(土)13:30～16:00 

＊会場：東京 YMCA 山手センター4 階 403A 室 

   （オンライン Zoom での参加も可）（伊藤記） 

これからの予定  
 

7／1(金)東新部部報第 1 号発行 

7／4(月)部長公式訪問 1 東京町田コスモス・東京町

田スマイリングクラブ合同例会 18:30 玉川学園コ

ミュニティーセンター（オンライン参加も可） 

7／5(火)当クラブ 7 月例会 18:30 ベルブ永山 

    部長公式訪問 2 （オンライン参加も可） 

7／10(日)前期半年報締め切り  

7／11(月)第 2 例会 19:00 Zoom 

7／12(火)部長公式訪問 3 東京クラブ 18:40～東京 

  YMCA 東陽町センター（オンライン参加も可） 

7／14(木)部長公式訪問 4 東京センテニアルクラブ 

18:00～在日本韓国 YMCA 

7／15(金)部長公式訪問 5 東京世田谷クラブ 18:30 

東京 YMCA 南センター（オンライン参加も可） 

7／18(月､祝)東新部第 1 回役員会 19:00 Zoom 

7／19(火)部長公式訪問 6 東京むかでクラブ 18:00 

  東京 YMCA 東陽町センター（オンライン参加も

可） 

7／23(土)東新部第 1 回評議会 13:30（別掲）  

8／2(火) 3 クラブ合同例会 18:30 ベルブ永山 

  （オンライン参加も可） 

8／8(月)第 2 例会 19:00 Zoom 

＊7/3(日)～9(土)世界 YMCA 大会デンマーク Zoom 

（今年度は原則として、本例会はリアル（ハイブリッ

ド）、第 2 例会は Zoom での開催としたいと思いま

す。） 

YMCAニュース     担当主事 小野 実 

東京 YMCA へのご理解、ご協力に感謝申し上げます。

以下のとおり YMCA ニュースをお知らせいたしま

す。 

【予定・報告】 

１．YMCA キャンプ受付開始！ 

6 月 8 日から、夏季キャンプ・スクールの参加受付

を開始しました。6 つの宿泊キャンプはどれも人気

が高く、ほとんどが即日定員一杯となり、他にデイキ

ャンプ、水泳、語学、音楽などの夏季スクールの募集

も順調に進んでいます。多くの子どもたちが YMCA

の魅力に触れる機会となりますようにお祈りくださ

い。 

２．「第 20 回世界 YMCA 大会」（7 月 3 日～9 日） 

デンマーク会場およびオンラインで開催されます。

世界各国から参加者が集い、世界 YMCA 同盟の行動

計画「VISION 2030」策定に向けた協議や、役員・

常務委員の選挙の他、交流やディスカッション等が

予定されています。 

３．「第 25 回会員芸術祭」オンライン開催 

YMCA の会員や関係者、子どもたちに呼びかけ、絵

画、書画、写真、陶芸などの出展作品を募集していま

す。8 月中旬から約 1 カ月にわたり東京 YMCA ウェ

ブサイト上に作品の画像を掲載する予定です。 

４．「早天祈祷会」 ７月 1 日（山手センターおよ

びオンライン配信） 

奨励：大谷博愛氏（学校法人東京 YMCA 学院理事・

山手学舎運営委員） 

５．「ウクライナ緊急支援チャリティーコンサート」 

6 月 24日日本基督教団霊南坂教会にて、飯靖子氏（オ

ルガン・ピアノ）、方波見愛氏（ピアノ）、西山利佳

氏（お話し） 

【西東京エリア活動検討】 

東京 YMCA 西東京コミュニティーセンターの基幹

事業「PIT（放課後等デイサービス）」の事業停止

に伴い、新たな西東京エリアの活動について検討が

続いています。東京 YMCA スタッフタスクチーム

と西東京サポートチーム、その他関係者への個別の

協議などを交えて、東京 YMCA が担うべき西東京

エリアの課題と関わり方について模索をしていま

す。東京多摩みなみワイズメンズクラブも深く関わ

りのある拠点でもあります。ご意見やアイデアがあ

れば担当主事までお寄せください。 

編集後記 新年度の始まりです。この年度は特別で

す。部長ホストクラブとなります。「Change ! 2022 ラスト

スパート」の声がかかりました！（伊） 

連絡先：〒192-0023 八王子市久保山町 1-9-3-807 田中博之(クラブ書記) (携帯) 090-9823-6387 

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 19:00～20:30 会場：オンライン Zoom 

 

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 


