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2016 年 
7月号 
(第 0号) 

今月の聖句 
喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に 

泣きなさい。 
新約聖書 ローマの信徒への手紙 

12章 15節 

 

今月の強調テーマ：キック オフ／ＹＭＣＡサービス／ＡＳＦ／ＲＢＭ 

東京多摩みなみワイズメンズクラブは、7.17 にワイズメンズク

ラブ国際協会に加盟します！ 

今月の 17 日(日)に私たち「東京多摩みなみクラブ」はワイズメンズクラブ国際協会の一員となります。東京

まちだクラブと東京コスモスクラブのスポンサーのもと、また、東新部や東京武蔵野多摩クラブ、東京八王子

クラブ等のご協力もいただき、去る 5 月 22 日(日)には 67 名の出席で設立総会が無事終了しました。来る 7 月

17 日(日)には、チャーターナイト(ワイズメンズクラブ国際協会加盟認証状伝達式)を下記のとおり開催いたし

ます。東日本区では現状、62 番目のクラブになります。早く慣れて、東日本区の仲間として歩んでいきたい

と思います。私たち新会員は、これから多摩の地で、ニーズにあった活動を模索し、展開していきたいと準備

を進めています。是非、チャーターナイトには多くの方々にお越しいただきたいと願っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

“設立総会”出席 67名 盛会裡に終了！  

7月例会プログラム 
日時：7 月 5 日(火) 18:30~20:30 

場所：コンティ多摩センター 

司会：綿引康司  受付：滝口恵子、藤田智 

＊開会点鐘               石田孝次会長 

＊ワイズソング 

＊今月の聖句             井上富子 

＊ゲスト・ビジター紹介   会長 

＊会長挨拶 

＊細川剛東新部部長「公式訪問」挨拶 

＊夕食 

＊「ワンポイントワイズ」  田中博之書記 

＊話し合い 

＊スマイル(いいこと・ひとこと) 

＊YMCA ニュース・連絡等 

＊ハッピーバースデイ/アニバーサリー 

＊閉会点鐘               会長 

 

 

東京多摩みなみワイズメンズクラブ 

チャーターナイトのご案内 
 

日時：2016 年 7 月 17 日(日)午後 4 時～7 時 

会場：コンティ多摩センター 

   京王相模原線・小田急多摩線｢多摩センタ 

ー｣駅下車徒歩 7 分 

  多摩市鶴牧 1-26-3 

  電話 042-313-7772 

会費：7,000 円 

申込：できるだけクラブでまとめていただき、 

   7 月 3 日(日)までに書記田中博之(下記) 

   までお申込ください。 

   メール MLA40601@nifty.com 

      FAX 042-691-7567 

 

7月のHappy Birthday/Happy Anniversary（今月は該当者がありません）  

6  例   メン        9名 BF ファンド 

月  在籍15名 会   ﾒｰｷｬｯﾌﾟ     1名 切手      0g (累計       g) ｵｰｸｼｮﾝ       0円 

デ     出席率     67％ 現金(含書損ﾊｶﾞｷ等換金分) (累計        0円) 

｜  例会出席18名 出   メネット    1名         円 (累計       円) スマイル   11,250円 

タ   席   ｹﾞｽﾄ･ﾋﾞｼﾞﾀｰ 8名  (累計   11,250円) 

スマイルは全額、日本YMCA同盟の熊本地震被災者支援募金に寄付いたしました。  

2016～2017年度 主題 
 

クラブ会長 石田孝次「友情と地固め」 
 

東新部部長 細川 剛(東京) 「今チャレンジ、明日に向かってワクワク東新部」 

東日本区理事 利根川恵子(川越)「明日に向かって、今日動こう」 

アジア地域会長 Tung Ming Hsiao(台湾)「ワイズ運動を尊重しよう」 

国際会長 Joan Wilson(カナダ)「私たちの未来は、今日より始まる」 

 

《クラブ役員》会長 石田孝次 副会長 綿引康司／伊藤幾夫 

書記 田中博之 会計 深尾香子 担当主事 小野 実 



“設立総会”出席 67名 成功裡に終了！ 

 

5／22（日）15:00 から、コンティ多摩センターにお

いて、（仮）東京多摩みなみワイズメンズクラブの設

立総会が無事終了しました。東日本区すべての部か

ら 67 名の方々がお祝いと激励に駆けつけてくれま

した。感謝です。 

設立総会の司会は設立準備委員の田中博之さん(東

京)。スポンサークラブの東京まちだクラブ会長後藤

邦夫さんの点鐘で開会されました。ワイズソングの

あと、平本善一牧師(東京まちだ)から奨励をいただき

ました。スポンサークラブ（東京まちだ、東京コスモ

ス）の後藤会長、権藤徳彦会長から挨拶をいただき、

伊藤幾夫設立準備委員長(東京コスモス) から設立経

過報告がありました。総会は、田中博之議長のもと、

クラブ会則、予算案、クラブ役員がすべて承認されま

した。議事のあと、チャーター申請書に新会員が署名

をしました。祝辞は、渡辺隆東日本区理事、菅谷淳東

京 YMCA 副総主事、伊丹一之

東新部部長の三氏からいただ

きました。出席者の紹介、新ク

ラブ会員の紹介とつづき、新ク

ラブ会長石田孝次さん(右写真)

の挨拶が行われ、権藤徳彦東京

コスモスクラブ会長の点鐘で

総会を閉じました。 

全員で記念撮影の後、会場を 1 階に移して、16:20

から懇親会が行われました。懇親会は新クラブ会員

の小野実担当主事の司会挨拶で始まりました。祝辞

は東新部会員増強事業主査・設立準備委員太田勝人

さん(東京世田谷)からいただき、新クラブ会員藤田智

さんの食前感謝、東日本区次期理事利根川恵子さん

(川越)の乾杯でパーティに入りました。和気藹々の雰

囲気で進行し、協力クラブの宮内友弥さん（東京武蔵

野多摩）、久保田貞視さん（東京八王子）、次々期理事

の栗本治郎さん（熱海）などからもスピーチをいただ

き、新クラブ副会長綿引康司さんのお礼のことば、

YMCA の歌で懇親会を閉じました。参加者のみなさ

んに祝福されて新しいクラブが誕生できたことをた

いへん嬉しく思います。 

 
笑顔で全員集合！（最前列が新クラブ会員） 

 

 

 

 

 

 

６月仮例会報告 
6／7(火)18:30 から、“新生”東京多摩みなみワイズメ

ンズクラブの初めての例会(まだ仮例会)がコンティ

多摩センター2 階 A 会議室で行われました。司会は

田中さん。プログラムは初代会長石田さんの点鐘・挨

拶で開会しました。ワイズソングを全員で歌い、今月

の聖句を伊藤が読みました。会長による、ゲスト・ビ

ジターの紹介。今回のビジターは下記 8 名、代表し

て伊丹東新部部長から挨拶をいただきました。会食

のあと、チャーターにむけてのディスカッション。と

くに、チャーターナイトについて十分な確認を行い

ました。式次第、役割、記念プログラム、14:30 集合、

服装など。クラブ会費(月額 4,000 円)の納入方法、口

座(下記)、また、例会への出席連絡の確認(「ぐるうぷ

すけじゅ～る」の活用)、バナーも最終確認を行いま

した。スマイル献金は 11,250 円が寄せられ、今回は

熊本地震被災者支援のために献金いたしました。定

刻の 20:30 を少し過ぎ、石田会長の閉会点鐘で会を

閉じました。 

《出席者》18 名 (敬称略) 

メン:安藤、石田、伊藤、真藤､滝口､田中､深尾､藤田､綿

引  メネット:田中 

ビジター: 佐藤茂美(東京)､伊丹一之(東京むかで)、太田

勝人(東京世田谷)、谷治英俊(東京まちだ)、権藤徳彦（東

京コスモス）、宮内友弥、山口直樹（東京武蔵野多摩）、

酢屋善元(東京八王子) 

 

これからの予定 

・7/5(火)：7 月仮例会「部長公式訪問」（1 面に詳細） 

・7/17(日)：チャーターナイト(1 面に詳細) 

・7/19(火)：7 月第 2 例会 

・7/23(土)：13:30 東新部評議会 東京 YMCA 東陽町ｾﾝﾀｰ 

・8/2 (火)：8 月例会＝納涼例会 

・8/4(木)～7(日)；国際大会 台北  

・8/16(火)：8 月第 2 例会 

・8/27(土)：東京 YMCA 夏まつり 東陽町ｾﾝﾀｰ 

 

バナーマスコット“ぽんぽこたぬき” 
新クラブ設立準備会で、新クラ

ブ名称を決定する際に意見が分

かれたのが、この“ぽんぽこたぬ

き”です。“ぽんぽこ”を名称に入

れるか入れないか意見が分かれ

ました。最終的に名称は「東京

多摩みなみワイズメンズクラ

ブ」に決まりましたが、“ぽんぽこたぬき”はバナーマ

スコットとして残ることになりました。 

 

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

例会日：本例会  第 1 火曜日 18:30~20:30 会場：コンティ多摩センター 多摩市鶴牧 1-26-3  TEL 042-313-7444 

第 2 例会第 3 火曜日 18:30～20:30 会場：同上 

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会計 深尾香子 
 


