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今月の聖句 
「見よ、おとめが身ごもっ

て男の子を産む。その名は

インマヌエルと呼ばれる。」

この名は「神は我々と共に

おられる」という意味であ

る。新約聖書 マタイによる福音書１章 23節） 

今月の強調テーマ：EMC／MC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「クリスマスの思い出」 
40 数年間奉職した日本聾話学校

時代でのことです。当時私は幼稚

部の教員でした。星が光り始める

夜の道を、野津田の丘の上の学校

に幼児を連れた親御さん達が集ま

ってきます。そして、礼拝堂では、

ローソクの光の中で、御子イエス

の生誕の衣装をまとった子ども達

が「マリア、マリア、おめでとう。神様はあなたと共

にいらっしゃる。」と天使の歌を歌いながら、ページ

ェント礼拝を献げます。 

次に、広いホールでテーブルに着き、教員達がすべて

手作りした祝会の夕食を楽しくいただきます。夕食

がすむと電気が消えて、暗くなった園舎の外庭に続

く小高い林の中から、白い大きな袋を肩に、真っ赤な

衣装のサンタクロースが登場します。一人ずつ名前

を呼ばれ、プレゼントを手渡された子ども達が夢の

ように喜んでいる中をサンタさんが大きく手を振り、

また小高い林に消えていきます。私の心に一番残っ

ているクリスマスの思い出です。（井上富子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

月  

例

会 

  

出

席

内

訳 

 メンバー    10名 BF ファンド 

在籍14名  メーキャップ 1名 切手  407.12g (累計 407.12g) オークション      0円 

  出席率      85％ 現金(含書損ﾊｶﾞｷ等換金分) (今年度累計  19,206円) 

例会出席10名  メネット     1名        0円 (累計       円) スマイル      5,881円 

  ゲスト・ビジター 3名  (今年度累計   32,602円) 

12 月の Happy Birthday/Happy Anniversary 

＜誕生日＞ 

石田孝次、田中博之(15 日) 

＜結婚記念日＞ 

無し 

 

12月クリスマス例会プログラム 
 

日時：2017 年 12 月 5 日(火)18:30～20:30 

会場：恵泉女学園大学 学生ラウンジ(L 棟) 

      多摩市南野 2-10-1   電話 042-376-8235    

交通：多摩センター駅から学バス 5 分 

（学バス乗場は京王プラザ 1 階前バス停） 

参加費：3,000 円（メンバー、ビジター、ゲストとも） 

 《プログラム》 

第１部 クリスマス礼拝 18:30~19:00             

 司会 綿引康司  奏楽 田中直美       

奨励 宇野 緑 牧師（恵泉女学園チャプレン） 

 席上献金 東日本大震災復興支援のために       

第 2 部 クリスマス例会＆祝会 19:15~20:30      

《例会》司会 綿引康司  

＊開会挨拶･点鐘  石田会長 

＊今月の聖句・祈り 伊藤幾夫 

＊ゲスト､ビジター紹介 石田会長 

＊連絡事項 

《祝会》司会 田中博之 伴奏 田中直美     

＊会食・懇談     

＊クリスマスソングほか 中村恵美さん 

＊みんなで歌おう“歌声ひろば”進行 伊藤幾夫  

＊アピール 

＊プレゼント交換 

※プレゼント(500 円程度)をご持参ください。 

＊ワイズソング 一同 

＊閉会挨拶･点鐘   石田会長 

2017～2018年度 主題 
 

クラブ会長 石田孝次「ボランティア活動の『土台作り』と『実践』」 
 

東新部部長 伊藤幾夫(東京多摩みなみ) 「E人（イーヒト）になろう」 

東日本区理事 栗本治郎(熱海) 「広げよう ワイズの仲間」 

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 Henry Grindheim(ノルウェー) 「ともに、光の中を歩もう」 

 

《クラブ役員》会長 石田孝次 副会長 真藤広子／綿引康司 

書記 田中博之 副書記 小早川浩彦 会計 深尾香子 担当主事 小野 実 
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11月例会報告 
11 月 7 日（火）、11 月例会がベルブ永山講座室にて

開催されました。司会は伊藤さん、聖句/お祈りは綿

引さんでした。夕食の前には 11 月の強調テーマの

「ワイズ理解」に因んで、最新版のワイズ入会勧誘用

パワーポイントを使ってワイズメンズクラブの歴史、

組織、活動の説明が田中から行われました。 

夕食は「鶏そぼろ丼」、デザートはアップルパイ。

窓の外の永山名物のクリスマスイルミネーションを

眺めながら美味しくいただきました。

 
今月のゲストスピーチは ALICIA FARM 代表の三井

健さんによる「美と健康と環境」。三井さんがフィリ

ピンで栽培、輸入されている「モリンガ」の特長、効

能についてスライド、実物を使って説明されました。 

 
現在、町田地域で新クラブの設立に向けての取り組

みが進んでいますが、当クラブは「協力クラブ」とし

てこれに参画していくことが承認されました。 

ゲスト参加の中村さん、鎌田さんから、それぞれの活

動のアピールをいただきました。    （田中記） 

《出席者》：「メンバー」10 名：石田、伊藤、小野、

小早川、真藤､滝口､田中､深尾、藤田、綿引、「メネッ

ト」1 名：田中、「ビジター」3 名：三井健、中村恵

美、鎌田祐子「メーキャップ」1 名：井上  

 

11月役員会報告 
11 月 20 日（月）、18:30 から、ベルブ永山講座室に

て 11 月役員会が開催されました。 

22 日のぽんぽこ農園の収穫、23 日の東京 YMCA 西

東京センター「秋まつり」の詳細を決めたほか、12

月例会（クリスマス例会）のプログラム、食事等の相

談を行いました。12 月例会は新会員勧誘の良い機会

であり、各メンバーは、できるだけゲストを同伴して

参加することを確認しました。        （田中記） 

《出席者》7 名：石田、伊藤、小早川、真藤、田中、

深尾、藤田 

第 2回評議会が開催されました 
11 月 18(土)に第 2 回東新部評議会が東京 YMCA 山

手センターにて開催され、各種議案の審議、各事業・

各クラブの今年 7 月以降、これまでの活動報告が行

われました。 

また、次期の部役員体制が決まるなど、次期に向けて

の準備も始まりました。次々期部長に小川圭一さん

（東京世田谷）、神保伊和雄次期部長のキャビネット

となる部書記に伊丹一之さん、部会計に今井武彦さ

ん（共に東京むかで）が選出され、他に各事業主査、

委員長も決定されました。 

第 21 回部大会の報告がなされ、部大会・石田会計担

当からは収支残の 29,541 円を東新部経常会計に繰

り入れることが諮られ承認されました。 

信越妙高クラブの 2018 年 6 月末の解散、来年 3 月

をもって閉館する妙高高原ロッジの「さよならパー

ティー」を来年 3 月 6 日(火)～8 日(木)に開催するこ

とも承認されました。東新部部則、施行細則等の改訂

（部会→部大会、メネット委員→メネット連絡員等）

の修正も承認されました。なお、最新の東新部規定

集・運営マニュアル」は東新部ウェブサイトに掲載さ

れています。 

URL: http://www.jep.org/tohshin/  

特記すべき報告事項としては、東新部ではエクステ

ンション委員会が中心となって、町田地域に新クラ

ブ設立の準備が始まり、また、各クラブでは独自の入

会勧誘リーフレットを作成するなど、工夫をこらし

た会員獲得が進められていること、また、2018 年 2

月 17 日(土)には、東新部が主催して、「4 部（東新部、

関東東部、あずさ部、湘南・沖縄部）合同 EMC シン

ポジウム」を東京 YMCA 山手センターで開催するこ

とが挙げられます。          （伊藤記） 

《当クラブからの出席者》4 名：石田、田中、深尾、

伊藤                  

 

ゲストスピーチ 

夕食 

ワイズソング 

石田さんの報告 
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ぽんぽこ農園便り 
11 月 22 日（水）15 時からぽんぽこ農園の待望の刈

取り作業をワイズの鉄壁の有志 6 人で行いました。

初めての収穫作業でしたが、今回も我がクラブ自慢

の NHK E テレの「趣味の園芸」でお馴染みの藤田

さんに手取り足取りのご指導をいただきました。 

丸々太った白菜 6 玉、大玉から小玉まで粒ぞろいの

キャベツ 7 玉、練馬大根より大きく太く育った大根

20 数本、想像以上の収穫に一同大満足でした。驚い

たことは、大根の葉や野菜の葉が、瑞々しく逞しく元

気いっぱいだったことです。この感覚は、スーパーの

陳列棚では味わえないものでした。この野菜であれ

ば、翌 11 月 23 日開催の東京 YMCA 西東京センタ

ー主催の秋まつりの展示即売会に自信を持って送り

出すことができると確信しました。 

ジャガイモは、我が素人軍団の経験と技が追いつか

ず満足のいく出来栄えではありませんでしたが、こ

の経験を次回に活かせると思います。次回は、収穫し

た野菜で芋煮会ができればと思っています。 

本来は、秋まつり当日の朝収穫し、取れたての無農薬

野菜をお届けする予定でしたが、当日の天気予報は

雨とのことで急遽刈り取りのタイミングを繰り上げ、

前日行うことになりました。でも、その甲斐あって、

予想された雨は、収穫作業後でした。これも天の恵み

かもしれません。(笑)         （石田記） 

YMCA秋まつり参加報告 
11 月 23 日(木)、国立市谷保の東京 YMCA 医療福祉
専門学校にて、西東京センターYMCA の秋まつりが
開催されました。これは、YMCAの会員だけでなく、
YMCA に関わる方、地域の方など多くの人が集える
場として、YMCA を知っていただき、サポートして
もらえる人を増やしていくことを目的としたイベン
トです。地域の方々を含め、参加者は 120 名を超え
ました。 

当クラブは、ぽんぽこ農園の野菜の展示即売会「野菜
マルシェ」と、お茶の先生である深尾さんによる茶道
体験「ぽんぽこお茶会」を出店しました。 

建物の入り口にお店を開いた「野菜マルシェ」では、
収穫した大根、キャベツ、白菜、ジャガイモを販売。
多くの方が足を止めて、ぽんぽこ狸と藤田さん印の
特製シールが貼られた野菜を手に取られました。売
り上げは10,320円でその内5,000円をYMCAに寄付
いたしました。 

「ぽんぽこお茶会」では、階段踊り場にテーブルを出
して、秋の風景写真などを飾ることで、和風の喫茶店
のように改装。お客様は和やかな雰囲気の中、深尾さ
んとお弟子さんが点てたお茶を、和菓子と共に味わ
いました。 

クラブとしては初めての参加で、学ぶことも多かっ
たです。来年もぜひ参加したいと思います。 

（小早川記） 

《当クラブからの参加者》8 名：石田、真藤、滝口、
田中夫妻、深尾、綿引、小早川 

皆で刈り取り 

収穫した大根 

収穫完了 

オープニング 

野菜マルシェ 

ぽんぽこお茶会 
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ペタペタの会報告 
11 月 3 日（文化の日）、東京 YMCA 西東京センター

主催の「ペタペタの会」が開催されました。 

この会は、健康増進、地元を知る、一般の方々に

YMCA を知っていただくという目的で、毎年春・秋

に開催されています。今回は、前回に引き続き「玉川

上水を歩く」ということで、西武国分寺線鷹の台駅か

らスタート、玉川上水沿いに歩き、ゴールは都立小金

井公園・江戸東京たてもの園でした。参加者は総勢

15 名で、当クラブからは真藤、田中、綿引の 3 名が

参加しました。 

 
コース途中では、「小平市ふれあい下水道館」（日本で

唯一、実際の下水道管の中に入れる施設です）、「小平

市平櫛田中彫刻美術館」を見学。下水道の仕組みを学

び、また、明治から昭和期の代表的彫刻家である平櫛

田中の作品を鑑賞しました。ゴールの江戸東京たて

もの園では、「武蔵野うどん」の昼食をいただきまし

た。そして何よりも楽しい時間となった最大の理由

は、事前に懸念されていた天候が回復し、素晴らしい

青空のもと歩くことができたことです。本人曰く「晴

れ男」（？）の田中ワイズには感謝の気持ちでいっぱ

いです。 

 
今回は、当クラブから 3 名の参加でしたが、「ペタペ

タの会」は西東京センターのスタッフやサポートク

ラブである東京武蔵野多摩クラブ、東京八王子クラ

ブのメンバーと交流ができる絶好の機会です。次回

以降、当クラブからの参加者が増えることを期待し

ています。              （綿引記） 

ＹＭＣＡニュース 
12月の東京YMCAニュースをお知らせいたします。 

 YMCA・YWCA 合同祈祷週礼拝報告 

11 月 16 日（木）、YMCA・YWCA 合同祈祷週礼拝

が、東陽町の東京 YMCA 社会体育・保育専門学校校

舎で行われ、約 70 名の参加がありました。金迅野牧

師（在日本大韓基督教会横須賀教会）に、今年のテー

マ「立ち上がり、思い切って言いなさい。－抑圧や、

差別におかれた人々の声を－」に沿った説教をいた

だき礼拝を守りました。 

 ソシアス 2017 開催報告 

11 月 25 日（土）、江東幼稚園を会場にソシアス 2017

が行われました。新しい会員活動として、遊び道具を

作って子どもたちに贈る「ジョイファクトリープロ

ジェクト」（通称「プロジェクトＦ」）が開始されるに

伴い、会員有志により 9 月 30 日にイスラエルのドッ

ジボール「ガガ」のピッチコートが製作されました。

当日は晴天に恵まれ、参加者でガガを楽しみました。 

 「子ども食堂プロジェクト」開始予定 

「プロジェクトＦ」に続き、2018 年度から東京

YMCA の子ども食堂、「下町子どもダイニング」が東

陽町センターを会場に始まる予定です。 

 東京 YMCA 本部移転 

東京 YMCA 本部事務局と会員部は、2018 年 1 月 22

日から現在の東陽町センターから下記へ移転します。 

新住所  

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田 2 丁目 3 番 18 号 

      日本キリスト教会館 6 階 

代表電話番号：03-6302- 1960 

FAX 番号：03-6302- 1966 

※東京メトロ東西線早稲田駅より徒歩５分 

 12 月の主な予定 

・東京 YMCA 国際クリスマス祝会 12 月 9 日（土）

（東陽町センター） 

・日中韓 YMCA 平和フォーラム 12 月 16 日～20 日

（韓国・光州） 

・東陽町クリスマスオープンハウス 12 月 23日（土） 

※全館を会場とした東陽町センター最後のイベン

トとなります。           （小野記） 

これからの予定 
・12/3(日）：西東京センター・ファミリークリスマス 

・12/18（月）：12 月役員会（ベルブ永山 3F 講座室） 

   ※終了後に忘年会も行います。役員以外の方も 

どうぞご参加ください。 

・1/9(火)：1 月例会（ベルブ永山 3F 講座室） 

・1/13(土)：在京ワイズ合同新年会 

・1/23(火)：1 月役員会（曜日が変更になっています。） 

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：ベルブ永山 多摩市永山 1-5  TEL 042-337-6111 

役員会（第 2 例会）第 3 月曜日 18:30～20:30 会場：ベルブ永山 

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 

玉川上水 

ペタペタと歩きます 


