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（第73号） 

今月のことば 
「空」を見上げてください。 

それが叶わないなら、心の中に 

「空」を想ってください。 

「空」は限りない広がりを抱く

ものです。高橋佳子「新祈りの

みち」より(滝口恵子選) 

       

（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：「戦略 2023」（ワイズ国際協会による、次の 100 年に向けた 10 年間の戦略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

巻頭言 
７月末、地域の会議に参加しました。

アンケート（＊）によると 30 代～70

代で地域活動やボランティア活動に

参加したくない人は 67.1％。自治会

等に加入している人は 71.8％を超え

るものの、加入したくない人は 20 代

で４割、30 代では 3 割。その理由は、役割や義務を

負うことへの不安や、会費の負担感ということでし

た。近所付き合いを行っていない人は、全体の 27.2％。

20 代、30 代ではこれが 4 割以上に増えています。こ

んな数字を見ていると、我々による地域活動に仲間

が集まらないのは、特別なことではないのかも？と

思ってしまいます。ところが「身近なところで手助け

が必要な人を助けたい！」と思う人は 36.1％だそう

です。但し、何をしたら良いかわからないが、支援し

たい気持ちはある。というもの。ということは「〇〇

をしませんか？」「私たちがそれをやろうと思うのに

は〇〇という理由があります。」「〇〇をすると、〇

〇の成果が出ます。」と具体的な説明をしながら、聴

く人の関心に応えれば、同胞に出会えるのだと思い

ます。一つずつ丁寧に、敬愛の心を込めて。これは、

お茶の所作にも通じるなぁ！ 

（＊）多摩市地域福祉活動計画策定委員会資料より） 
                 （深尾香子） 
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 メンバー     6名 BF ファンド 

在籍12名  メーキャップ 2名 切手       g (今年度累計    ｇ) オークション6,300円 

 (内広義会員3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 6,300円) 

 例会出席7名  メネット     0名 ぽんぽこファンド   10,700円 スマイル    4,422円 
  広義会員    1名    (今年度累計  10,700円)  (今年度累計 4,422円) 

8月合同例会プログラム 

東京町田コスモス･東京町田スマイリング･東京多摩みなみ   

    日時：8 月 2 日(火) 18:30～20:30 

会場：ベルブ永山 4 階調理室 

司会：田中博之(東京多摩みなみ) 

 

＊開会点鐘 東京多摩みなみクラブ会長 伊藤幾夫 

＊ワイズソング 

＊入会式（再入会）滝口恵子さん(東京多摩みなみ) 

＊今月のことば  

＊出席者紹介 （各会長から紹介） 

＊ゲストスピーチ 

  「海外にルーツをもつ子どもたちへの支援」 

  NPO 法人メタノイア代表理事 山田拓路さん 

＊本日の料理「スリランカカレー」 

  料理紹介者：Endo Sanji さん（スリランカ） 

＊乾杯 東新部部長 深尾香子さん(東京多摩みなみ) 

＊会食・懇談 

＊各クラブからの報告  

＊YMCA ニュース・各種アピール等 

＊ハッピーバースデイ 

＊YMCA の歌 

＊閉会点鐘 東京町田コスモスクラブ会長 谷治英俊 

 

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 

8 月の Happy Birthday  

綿引美代子メネット(4 日)、小野実(19 日) 
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7月例会報告 
新年度のキックオフ例会は 7 月 5 日（火）18:30 か
らベルブ永山 4 階学習室でリアルで開催されました。
コロナの影響でしばらくオンラインでの例会となっ
ていましたので、リアル例会は、実に 2020 年 3 月以
来となりました。リアルでの再会に出席者のみなさ
んの顔もほころんでいました。とくに、しばらく休会

されていた滝口恵子さんが出席され、「再入会」を申
し出られたことはこの上ない喜びでした。拍手で歓
迎しまた。当日のメインプログラムは「部長公式訪
問」でした。当クラブの深尾香子部長から、当日配布
された部報第 1 号をもとに活動方針が述べられまし
た。参加者全員のひとことスピーチに合わせてスマ
イル（献金）も行われ、また久しぶりにオークション
も行いました。持ち寄られた品々は完売となりまし
た（金額等は 1 面下表記載）。   （伊藤(幾)記） 

≪出席者≫石田、伊藤（幾）、伊藤（江）、深尾、藤
田、綿引、滝口（7 名） 

メーキャップ：小野、田中 

７月第 2例会（運営会議）報告 
7 月 11 日（月）19:00 から、Zoom で 7 月の第２例

会が開催されました。例会報告、8 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。

後半の 8 月合同例会の相談については、当日、スリ

ランカカレーの調理指導をいただく Sanji さん、お

よび紹介者の東京町田スマイリングクラブ為我井さ

んにも参加いただきました。 

⚫ 昨年度決算（次期繰越金:678,051 円）および今年

度予算案の承認  

⚫ 滝口さんの再入会を承認し、再入会式を 8 月例会

で行う。 ぽんぽこ農園の現状、今後の予定 

⚫ 10/16 に開催される多摩社協・福祉フェスタにエ

ントリーする。詳細は、別途相談する。 

⚫ 第 4 回プランター講座の詳細案の報告:多摩市民

に参加を呼び掛ける。 

⚫ 8 月合同例会プログラム詳細：利用会議室確定、

スリランカカレー調理の準備の相談、ゲストスピー

チ確認等 

≪出席者》石田、伊藤（幾）、伊藤（江）、小野、田

中、深尾、綿引（7 名）＋為我井、Sanji 

 

再入会 大歓迎！ 
 

《再入会にあたり》滝口恵子 

 

両親の介護の為、自分自身の為の

時間を作ることが出来ず、毎日を

必死に全力疾走してきました。 

でも今年は「空の心」で何ごとにもとらわれず、無

心に生きる自由な心で過ごしていこうと決めまし

た。 

私の人生の目的である、「尽くしたい」「役に立ち

たい」「喜ばせたい」を少しずつ形にしていきたい

と思っています。 

 

 

東新部第 1回評議会報告  
7 月 23 日(土)13:30～16:30 オンライン Zoom で開催

されました。当初の計画では、会場を東京 YMCA 山

手センター4 階 403A 室（ハイブリッド式）で行う予

定でしたが、コロナ感染の急拡大を受けて、急遽オン

ラインのみの評議会となりました。定刻の 13:30 に

深尾部長の開会宣言(点鐘)、ワイズソング、聖句朗読･

祈祷のあと、部長就任式を佐藤東日本区理事の司式

で執り行いました。部長から部役員の紹介、祝辞とし

て、佐藤理事、菅谷淳東京 YMCA 総主事、朱宰亨(ｼﾞ

ｭｼﾞｪﾋｮﾝ)在日本韓国YMCA総務からいただきました。

続いて、深尾部長の挨拶・所信表明がありました。主

題として掲げる「All 東新部、始動！」を強調し、「1

クラブでは難しいと思われることにはクラブ同士が

互いに支え合って挑戦して行きましょう」と呼びか

けました。出席者は 30 名（出席義務者は 27 名中 22

名出席、委任状 3 名、来賓及びオブザーバー8 名）。

当クラブからは、深尾部長、綿引部会計/クラブ会計、

石田直前部会計、田中クラブ書記、伊藤(幾)部書記/ク

ラブ会長の 5 名でした。 

審議事項は、第 2 号議案「次々期部長・次期監事候

補者指名委員委嘱」、第 3 号議案「次年度部大会準

備委員長委嘱」、第 4 号議案「前年度決算報告」、第

5 号議案「前年度会計監査報告」、第 6 号議案「今年

度修正予算案」の 5 点は、すべて承認されました。

第 1 号議案「前年度第 3 回評議会議事録承認」は、

議事録が準備できなかったために、臨時評議会を開

催して審議することになりました。報告事項は、東日

本区の役員会報告、代議員会報告、部評価会報告、部

大会のプログラム紹介、各事業主査の活動計画、各ク

ラブ会長報告などでした。佐藤監事による講評のあ

と「東新部の歌」を歌い、深尾部長の閉会挨拶（点鐘）

をもって定刻 16:30 に終了しました。 

（伊藤(幾)記） 
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 3 クラブ合同例会「納涼例会」  

今年度も、偶数月の例会は「合同例会」として開催し

ます。昨年度に引き続き、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 3 クラブで開催し

ます。8 月は当クラブがホストとなります。1 ページ

目に記しましたとおりのプログラムとなります。少

し欲張ってしまい、タイトなプログラムとなってし

まいました。みなさんのご協力で有意義な例会にし

たいと思います。よろしくお願いします。 

 

スピーカー紹介 
 

   山田 拓
たく

路
じ

 さん 

 

 

「海外にルーツをもつ子どもたちへの支援」 
 

《プロフィール》 

NPO 法人メタノイア代表理事 

2008 年に関西学院大学法学部卒業後、日本聖公会中

部教区に就職し、主に愛知県・岐阜県で暮らすフィ

リピンルーツの子どもの教育・保育に従事。カナダ

への留学等を経て、2021 年 4 月に東京都で NPO 法

人メタノイアを設立し代表理事に就任。 

行政書士（入管申請取次／特定行政書士）・日本語教

師・保育士。子どもの日本語教育研究会広報委員。 

《卓話概要》昨年、足立区「子どもの日本語教

室」からスタートした教育支援活動は、クルド人

難民（埼玉県）、日系フィリピン人（岐阜県）、

ウクライナ難民（オンライン）といった方々へと

広がっています。皆さんのおかれた状況をお話し

できたらと思います。 

 

スリランカカレー料理紹介  

 

Endo Sanji（遠藤サンジ）さん 

 

 

《プロフィール》 

サンジさんはスリランカの中央部 Kurunagale (クル

ネーガラ県) Nikaweratiya（ニカウェラティア）の出

身で、高校とケラニヤ大学で日本語を学び、2018 年

来日しました。さらに八王子の日本語学校で日本語

を勉強し、卒業後ホテルのマネージメントの仕事を

しています。昨年 9 月に遠藤征彦さんと結婚し、現

在川崎市に住んでいます。趣味は、旅行に出かけた

り、料理をしたり、また、和菓子に興味があり、実際

に作ったりしています。 

第 4回プランター講座開催のご案内 

 

お待たせいたしました。8 月 30 日(火)から第 4 回プ

ランター講座が始まります。秋季講座は、これまでの

ワイズの仲間内だけでなく友人を誘っての参加を期

待しています。また、新しい試みとして多摩市在住の

一般市民にも多摩市の広報を通じてご案内します。

一緒に Zoom 画面を通して楽しい居場所として、ま

た、家族との新たな日常のコミュニケーションの場

として楽しんでいただけるといいなと思っています。

そして、この講座は、参加者のみなさんで支える CS

チャリティー講座でもあります。「友達の輪」を通し

てワイズの仲間への勧誘（最寄りのワイズへの紹介）

につながれば幸いです。講座の講師は、我がクラブの

メンバーであり、また、NHK E テレ『趣味の園芸』

「やさいの時間」でお馴染みの藤田智さんが、Zoom

でベランダや庭先でのプランターを使った野菜作り

をやさしく楽しく

指導してくれます。

メールで送られて

きた生育写真を見

ながら個別指導も

してくれます。

Zoom 講座の録画

を YouTube で後

日閲覧も可能です。

場所や時間フリー

の講座です。ふる

ってご参加くださ

い。今回は、初参

加の人のために第

１回講座の前にオ

リエンテーションを 8 月 30 日に計画しています。ベ

ルブ永山公民館で実施します。当日参加できない人

のためにその模様を動画で配信します。第 1 回 9 月

13 日(火)から隔週の火曜日、19 時から 1 時間 15 分

程度 全 6 回実施してまいります。新しい試行を取

り入れ現在案内チラシなどを準備中です。詳細が決

まり次第改めてご案内いたします。 

（プランター野菜講座担当 石田記） 

 

部長公式訪問を終えて 深尾香子 

「よく来たね。」と笑顔でお迎え下さった全ての方

に感謝致します。７クラブの例会を１ヶ月の間にお

訪ねする。というビックイベントは、プログラムが

進むに連れ、活動拠点も、抱える問題も異なる、東

新部の全容を俯瞰する貴重な時間となりました。就

任式の式文を繰り返すうち、言葉が持つ重みも増し

て来ました。東日本区との連絡係であることも疎か

には出来ません。この１年、出来得る限り皆さまの

声を聞き、良く考え、１つでも良い方向に転じるよ

う務めます。 
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 ぽんぽこ農園便り 
 

7 月に入り、忙しい日々が続いたり、天候不順や梅雨

の戻りなどもあって農園に顔を出す機会が減ってい

ました。佐々木さんと交代で今栽培中のピーマン、ナ

ス、ミニトマトを定期的に世話してきました。収穫し

た野菜は、新鮮なうちに聖蹟桜ヶ丘の慈有塾の教室

に届けています。1 回当たりの収穫量は少ないです

が、積もり積もるとそこそこの量になります。7 月に

入ってお届けした累積数量は、ピーマン 100 個、ナ

ス 51 個、ミニトマト 105 個になります。寄付したも

のを金額に換算すると 4,000 円相当になります。高

木代表からは、写真の通りメッセンジャーでお礼の

メールが届いてい

ます。伊藤江理夫さ

んには、お手すきの

時間に農園に駆け

つけていただき、都

度水やりをお願い

しています、野菜の

生育にご協力いた

だいています。7 月

24 日(日)の早朝に

漸く時間が取れて

農園を覗きに行く

ことができました。

佐々木さんが、まめ

に野菜と畑のメン

テナンスを行って

くれており、整然と

整備された畑のま

まで安心しました。生育途上の里芋、サツマイモは、

いずれも順調に育っていましたし、最近植えたブロ

ッコリーもしっかり根付いていました。8 月 2 日に

予定されている 3 クラブ合同例会のカレー例会では、

採れたてのナスやピーマンを食材に使って新鮮無農

薬野菜を堪能できるといいなと思っています。 

（石田記） 

 

会計からのお願い         会計：綿引康司 

ワイズメンズクラブは 7 月から新年度入りし、メン

バーの皆様に会費納入をお願いしているところです

が、クラブはこれに並行する形で東日本区費（前期

分）と東新部費を納めます。区費は一人当たり年間

15,000 円で、今回は半期分の 7,500 円を 8 月 15 日

までに支払います。また東新部費は一人当たり年額

3,600 円で、その全額と YVLF 協力金、CS 資金、

ASF 資金を東新部に納めます。なお、東日本区費の

対象は一般会員、広義会員、担当主事です。一方、東

新部費は一般会員、広義会員が対象となります。 

 

 

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。

以下の通り YMCA ニュースをお知らせいたします。 

【予定・報告】 

１．ウクライナ緊急支援募金報告 

6 月 24 日、「ウクライナ緊急支援チャリティーコン

サート」を日本基督教団霊南坂教会で開催しました。

約 120 名が来場し、217,325 円が寄せられました（10

月 28 日にも第 2 弾を予定）。2022 年 3 月に開始し

たウクライナ緊急支援募金は、7 月 23 日現在、

10,593,797 円が寄せられています。ウクライナ

YMCA、日本 YMCA 同盟、ヨーロッパ YMCA 同盟

等を通じて、ヨーロッパ近隣諸国や日本で避難生活

を送るウクライナの人々を支援するための活動に用

いられます。 

２．「第 20 回世界 YMCA 大会」（7 月 3 日～9 日） 

「IGNITE（火をつける）」をテーマに、デンマーク

のオーフス及びオンラインで開催されました。現地

に約 1,000人、オンラインでも約 1,000人が参加し、

過去最大規模の大会となりました（日本からは 12 名

が現地参加、44 名がオンライン参加）。 

大会では、コロナ後の世界や SDGs などグローバル

な課題に対して YMCA が行動を起こしていくため

の「VISION 2030」が採択されました。 

３．「第 31 回インターナショナル・チャリティーラ

ン」（10 月 15～30 日） 

今年度もアプリを使用したオンラインにて開催いた

します。個人参加は 10 月 15～22 日、チーム参加は

10 月 22～30 日です。 

４．「早天祈祷会」 8 月 1 日 

（山手センターおよびオンライン配信） 

奨励：遠矢良男氏（元東京ＹＭＣＡ副総主事） 

【感謝】 

・田中博之さんから、ご母堂の召天記念として、東

日本大震災復興支援募金に 10 万円のご寄付をいた

だきました。 

・一般財団法人日本宝くじ協会から、集会用テント

１張を助成いただきました。 

これからの予定  
8／8(月)第 2 例会 19:00 Zoom 

8／15(月)東日本区費納期 

8／26(金)東日本区臨時代議員会 19:00 Zoom 

8／30(火)第 4回プランター講座オリエンテーション 

8／31(水)東新部費納期 

9／3(土)(仮)甲府やまなみクラブチャーターナイト 

9／4(日)～9(金)国際ユース･コンボケーション（タイ） 

9／6(火)9 月例会 18:30～20:00 ベルブ永山 

 

編集後記コロナが再び感染拡大。心配が募ります。

リアル例会が無事開催できるとよいのですが！ 

Change! 2022 ラストスパート！（i.i） 


