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2016 年 
10月号 

（第 3号） 

今月の聖句 
「求めなさい。そうすれば、与え

られる。探しなさい。そうすれ

ば、見つかる。門をたたきなさ

い。そうすれば、開かれる。」 

新約聖書 マタイによる福音書 

7章 7節 

今月の強調テーマ：EMC-E、YES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「今月の強調テーマに寄せて」 
今月は、ワイズメンズクラブ国際

協会・東日本区では Extension(ク

ラブ拡張：新しいクラブを作るこ

と ) 、 Membership( 会 員 増

強 )&Conservation(維持啓発 )の

“EMC”の内、特に E について、そ

して YES について取り組む月で

す。 

EMC? YES? 私もワイズに入った頃、これらのロー

マ字略語に戸惑ったのを思い出します。ワイズに慣

れてきた 4 年目頃だったでしょうか、略語と意味が

繋がった最初の言葉がこの“EMC”でした。当時

（1991 年）新クラブ（東京まちだクラブ）の設立準

備を進めているときでした。 

ワイズメンズクラブ国際協会は、1922 年に設立され、

あと 6 年で 100 周年を迎えます。この長きに亘って

ワイズダム（ワイズメンズクラブ活動）が発展し続け

てきたのは、各時代の社会ニーズに合った活動が展

開されてきたことによりますが、その活動の担い手

「ワイズメン」が確保できていたからに他なりませ

ん。ワイズの継続・発展のためには、常にこの“EMC”

を私たちワイズマンが心に刻み、心がけることが必

要だと思います。 

YES(Y’s Extension Support)は、新クラブ設立をサ

ポートするための基金で、会員ひとり当たり年間

500 円の寄付が期待されています。当クラブ設立の

際もこの基金に援けられました。ぜひ「恩返し」をし

たいものです。（伊藤記）   

9 

月  

デ  

｜  

タ  

  

例  

会  

出  

席  

 メンバー    12名 BF ファンド 

在籍15名  メーキャップ 1名 切手      0g (累計       g) オークション 14,250円 

  出席率      87％ 現金     円 (累計       円) (累計         14,250円) 

例会出席19名  メネット     1名  スマイル    0円 

  ゲスト・ビジター 6名 (累計   29,567円) 

Congratulations! 
10 月の Happy Birthday/Happy Anniversary 

＜誕生日＞ 

綿引康司(14 日)、中村慶嗣(25 日) 

＜結婚記念日＞ 

なし 

 

10月例会プログラム 

日時：10月 4日(火) 18:30～20:30 

会場：コンティ多摩センター 

司会：安藤愼次 

受付：伊藤幾夫、田中博之 

 

＊開会点鐘  石田孝次会長 

＊ワイズソング  一同  

＊今月の聖句・祈祷 本田栄一 

＊ゲスト/ビジター紹介 会長 

＊会長挨拶 

＊夕食 

＊ゲストスピーチ 中村恵美さん 

「こども食堂からはじまる ～食べ物

に感謝～」 

＊ワンポイントワイズ・「RBM」 田中博之 

＊ハッピーバースデイ/アニバーサリー 

＊YMCA ニュース・連絡等 

＊YMCA の歌  一同  

＊閉会点鐘  会長 

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」 

アジア太平洋地域会長 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 
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9月例会報告 
例会の司会は深尾さん、聖句/お祈りは綿引さん。クラブ

初のメンバースピーチは藤田さん。「野菜作りはコミュニ

ケーション ～野菜から学ぶこと～」と題し、NHK の「趣

味の園芸」での共演者にまつわるエピソードや奥様との

出会いの秘話から始まり、「21 世紀のキーワードは『「野

菜・園芸』」、「野菜・園芸が引き起こした奇跡」、「日本の

野菜栽培の歴史」そして「植物を育てる意味」などについ

て、気付きと笑いのひとときが持たれました。 

9 月は「ユース」の強調月間であり、駆けつけていただい

た大槻展子さん（東新部ユース事業主査（東京クラブ））

からパワーポイントを用いたワイズにおけるユース（若者）

の現状、ユース関連のプログラムについて解説いただき

ました。 

今月は、クラブ初のオークションも開催され、メンバー、ビ

ジター持参の30点以上の品物の「競売」が楽しく行われ、

クラブファンドに 14,250 円繰り入れることができました。

（田中記） 

 
《出席者》1９名：「メンバー」：安藤、石川、石田、伊藤、

井上、小早川、真藤､滝口､田中､深尾､藤田､綿引、「メネ

ット」:田中、「ビジター」：大槻展子、佐藤茂美、酢屋善元、

千葉裕子、谷治英俊、吉田明弘、「メーキャップ」：小野 

９月役員会報告 
大雨の中、9 月 20 日（火）、18:30 から多摩東京海上日

動ビルにて9月役員会が開催されました。今後のワイズ・

YMCA 関係プログラムの確認、例会のプログラム、役割

分担を決定し、12 月例会はクリスマス例会として 12 月

10 日（土）に原町田教会にて東京まちだクラブ、東京コ

スモスクラブと合同開催することとなりまた。（田中記） 

《出席者》4名：石田、伊藤、小早川、田中 

 

 

 

 

 

東京まちだ、東京コスモス例会訪問 
私たちの親（スポンサー）クラブである東京まちだクラブと

東京コスモスクラブの 8 月例会に、お礼を兼ねて、石田

会長らとともに出席してきました。 

8／8(月)の東京まちだクラブ例会では、鳥取クラブ(東京

まちだクラブの兄弟クラブ)からのお祝い金もいただきま

した。後藤会長が鳥取クラブ直前会長早川悟さんからの

メッセージを代読し、石田会長は感謝をもってお祝い金

を受領しました。 

8／27(土)の東京コスモスクラブ例会は、「20 周年記念

例会」(記念講演：安積力也氏)として開催され、石田会

長、井上さん、藤田さん、伊藤の 4名で出席しました。講

演は、一般にも公開されました。講演のあと、通常の例

会が行われました。（伊藤記） 
 

使用済み切手をご提供ください 
ワイズメンズクラブでは使用済み切手を集め、換金して、

BF(Brotherhood Fund)の資金としています。BF とは、

メンバーの各国への公式派遣や国際役員の旅費等を賄

う国際基金です。切手を封筒等の台紙から剥がさずに

余白を3-5ミリ程度残して切り取り、お持ちください。記念

切手だけでなく普通切手でも OK です。1 ㎏当たり日本

の切手 600円、海外の切手 1,000円になります。無から

有を生み出す取り組みにどうぞご協力ください。（田中記） 
 

 
これからの予定 
・10/8（土）:東新部部大会:ぜひ全員参加を！  

・10/18（火）：10月第 2例会（役員会）  

・11/1(火)：11月例会 石田会長のメンバースピーチ 

・11/3(木・祝)：ペタペタの会、西東京センター会員の集い 

・11/12(土)：東新部評議会（高尾の森わくわくビレッジ）  

・11/15（火）：11月第 2例会（役員会） 

 

 

 

 

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 

役員会（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 
 

ゲストスピーカー紹介 

中村恵美さん 

幼少期より和太鼓、チェロ、ピアノ 

など楽器を演奏。七歳で歌のステ 

ージへ。Jazzやゴスペルを中心 

にオールジャンルの音楽を目指す。 

1996 年、環境を考える作品で art jewelry 作家とな

る。1997 年、ecodecoＫＯＢＯ環境を考えるアート教

室スタート。2000 年、jewelry 本を制作出版。2005

年、ecodecoＫＯＢＯ壁画アート制作。2015年、「東村

山こども食堂スタート」。現在は社会貢献活動に重き

をおき、「こども食堂」の普及拡大に向けて全国をキャ

ラバンし、コーディネーターとして活動中。当クラブの

チャーターナイトに出席され、ゴスペルを唄われた。  

オークション 

メンバースピーチ

オークション 


