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THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF Y’S MEN’S CLUBS 
JAPAN EAST REGION, TOSHIN DISTRICT 
THE Y’S MEN’S CLUB OF TOKYO-TAMA-MINAMI 

東京多摩みなみワイズメンズクラブ 
chartered on 2016.7.17 

 

2018 年 
11月号 

（第28号） 

今月の聖句 
 
「高ぶることなく、ろばに
乗ってくる。」 
旧約聖書 ゼカリア書 9章 9節 

 
   今月の強調テーマ： ワイズ理解、FF (Family Fast：家族、友人にも TOF運動を呼びかけて行う献金)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我慢し過ぎてはいけない 
今年の夏、何をしても(寝ても・温め

ても・痛み止めを飲んでも)治らない

腹痛を経験しました。結果、我慢出

来ない激痛に音を上げ救急車で

病院へ、S状結腸に穴が開いてい

て緊急手術になりました。4時間に

及ぶ手術、S状結腸は 4倍程に腫

れ、癒着し壊死している部分を切

除し、腹内の洗浄に７ℓの水が必要

でした。S状結腸・盲腸・大腸と肛門の一部を切除、人

工肛門となり障がい者と相成りました。 

教訓・・・人間我慢し過ぎてはいけないのです。 

私の場合、あと数時間遅れていたら命がなかったようで

す。お臍の下 20cm切りました。 

術後 3 ヶ月が経ちますが、天候により傷が痛みます。気

圧の変化で全く痛くない日、ピリピリ痛む日、傷口で天気

予報が出来そうです。 

仕事には復帰しましたが体力が無く、Y'sに入会以来、

ほとんど全出席だった行事にも参加出来ず、多摩みな

みのぽんぽこ農園のお手伝いも出来ず寂しく思います。

今年一杯は、おとなしく養生致します、来年の新生私は

障がい者の立場からもボランティアに参加し、お役に立

てるよう頑張ります。 

京王プラザ八王子の在京ワイズ合同新年会から復帰い

たします。どうぞよろしくお願いいたします。 

（滝口恵子） 
 

 

 

10 

月  

例

会 

  

出

席

内

訳 

 メンバー    11名 BF ファンド 

在籍13名  メーキャップ 0名 切手    0g (累計     0 g) オークション    0円 

 (内広義会員1名)  出席率     92％  (使用済み切手の収集にご協 (今年度累計  19,150円) 

例会出席14名  メネット    1名  力をお願いします) スマイル    4,520円 

  ゲスト・ビジター2名  (今年度累計  23,070円) 

11月例会プログラム 

日時：11 月 6 日(火) 18:30～20:30 

会場：ベルブ永山 3 階講座室 

司会：伊藤幾夫  受付：小野 実  

＊開会点鐘  深尾香子会長 

＊ワイズソング  一同  

＊今月の聖句・祈祷 伊藤幾夫 

＊ゲスト/ビジター紹介 会長 

＊会長挨拶 

＊夕食 

＊今月のスピーチ 

メンバー･スピーチ 安藤愼次さん 

        「コールセンターの役割」 

＊YMCA ニュース・連絡等 

＊ハッピーバースデイ/アニバーサリー 

＊オークション 

（一人一品以上をお持ち寄りください） 

＊スマイル献金 

＊YMCA の歌  一同  

＊閉会点鐘  会長 

 

  

2018～2019年度 主題 
 

クラブ会長 深尾香子「最愛の人と話そう」 
 

東新部部長 神保伊和雄(東京むかで) 「ワイズの楽しみは、今、そしてこれから」 

東日本区理事 宮内友弥(東京武蔵野多摩) 「為せば、成る」 

アジア太平洋地域会長 田中博之(東京多摩みなみ)「Action!」 

国際会長 Moon Sang-bong(韓国)「私たちは変えられる」 

 

《クラブ役員》会長 深尾香子 副会長 真藤広子／伊藤幾夫 直前会長 石田孝次 

書記 小早川浩彦  副書記 田中博之 会計 綿引康司 担当主事 小野 実 

11 月の Happy Birthday / Happy Anniversary 

《誕生日》 

メネット 田中直美(6 日)、石田貞子(27 日) 

《結婚記念日》 

安藤愼次(28 日) 
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10 月例会報告 
10 月 2 日（火）、10 月例会がベルブ永山 3 階講座室
にて開催されました。司会は石田さん、受付は伊藤さ
ん、聖句/お祈りは綿引さん。冒頭に伊藤さんから町
田地域新クラブ準備状況報告、綿引さんからペタペ
タの会と YMCA 秋まつりの案内がありました。夕食
はそぼろ丼、ハロウィンの季節らしく、デザートはカ
ボチャのシュークリームでした。 

ゲストスピーチは、紙芝居使せんべい・森さん。「い
まだからこそ紙芝居！」と銘打ち、紙芝居を使って、
ご自身の紹介や紙芝居の素晴らしさを語られました。
森さんには、1月 5 日の在京ワイズ合同新年会にて、
紙芝居を披露いただく予定です。 

 
また、10 月 13 日の東新部部大会で行うクラブアピ

ール用のパワーポイントの内容を、深尾会長がメン

バーに紹介しました。（小早川記） 

《出席者》14 名：「メンバー」：安藤、石川、石田、

伊藤、小野、小早川、真藤、滝口、田中、深尾、綿引、

｢メネット｣:田中 ｢ゲスト｣:森眞澄、菅原明日香 

10 月役員会報告 
10 月 9 日（火）19:00 から、ベルブ永山 4 階研修室

にて 10 月役員会が開催されました。11 月例会のプ

ログラムおよびメンバースピーチの確認、会計報告、

東京 YMCA 秋まつりに向けた参加者と準備の確認、

在京ワイズ合同新年会プロモーションのための他ク

ラブ訪問の調整、町田新クラブの支援に関する相談

などが行われました。        （小早川記） 

《出席者》7 名：石田、伊藤、小野、小早川、真藤、

深尾、綿引 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

ぽんぽこ農園だより 
11 月 4 日(日)に開催される東京 YMCA 西東京センタ

ー主催の秋まつりに向け、ぽんぽこ農園の大根、キャベ

ツ、白菜は、順調に育っています。2 回にわたる猛烈な

大型台風があり、嵐が治まったころ恐る恐る農園を覗い

てみましたが、何事もなかったかのようにすくすくと育ち、

間引かれた分までしっかり栄養分を吸収し逞しく大きく

成長していました。何か子を思う親の気持ちと共通する

一面を感じながら野菜に思わず声をかけてしまいます。

11 月の頭には、待望の収穫が待っていて、丹精込めて

育てた野菜が、秋まつりに来場されるみなさんに喜んで

いただける無農薬新鮮野菜として提供できる日を心待ち

しているところです。10 月 22 日(月)には隣接地の立派

なイチョウのギンナン拾いに挑戦しました。悪臭と手のか

ぶれにも耐え、自然の恵みを今後のボランティア活動の

ファンドレイジングの一環として活かす試みに挑戦して

みました。車座になって皮むきをしましたが、独特の悪臭

をかわすためかトークに力が入り、何やらおしゃべりをし

ている間に臭いも忘れ、4kg を超える量のギンナンを収

穫できました。                    （石田記） 

今月のスピーカー 

メンバー･スピーチ   安藤愼次さん 

「コールセンターの役割」 
 

《プロフィール》 

1952 年 4 月生まれ。名古屋生まれだが、就職し

てから転勤が 10 数回、西日本、特に京都、大阪

は好きで得意なエリア。そこに 15年もいたので、

関西人と思われている節あり。 
 

《スピーチ要旨》最近は、身近な存在となってき

た、コールセンター（企業によっては、カスタマ

ーセンター、お客様センター等という名称もあり

ます）ですが、学問の府を出てから、医療関係の

製造販売の企業に勤務し、そこのコールセンター

に異動勤務して 16 年、現在も記録更新中です。

そのコールセンターは、どんな人々が働き、どん

な対応をしているのか、それを支えるシステムと

は？普段皆様が触れることのない、でもとても 

身近な、「お客様ファースト」なコールセンター

についてお話させていただきたいと思います。 
 

 

 

 

紙芝居 

夕食  
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東新部部大会報告  

10 月 13 日(土)13:30～18:30、東京 YMCA 社会体育･

保育専門学校(東陽町)にて 3 部構成で開催され、東新

部各クラブほか全 66 名の出席者の内、我がクラブか

らは、石田、伊藤、小早川、田中夫妻、深尾、綿引が

出席しました。第 1 部｢部大会」では、宮内東日本区

理事、菅谷東京 YMCA 総主事そして田中さんがアジ

ア太平洋地域会長として来賓挨拶を行いました。 

続く昨年度の表彰では伊藤さんが直前部長として各

クラブの働きを振り返り、感謝の言葉と共に表彰状

と記念品を渡しました。我がクラブは、EMC 事業協

力賞を受賞しました。 

また、伊藤さんは、昨年度の部長としての働きが評価

され、国際協会からエルマー・クロウ賞が授賞され、

栗本直前理事から伝達されました（2度目の受賞は、

前例がないそうです）。 

第 2 部｢クラブ･プレゼンテーション｣では、東新部で

一番若い我がクラブは、トップバッターになりまし

た。過日、例会で皆さまにご覧いただいたプレゼン資

料は、毎日夜遅くまで、または休日も返上して、作品

作りに尽力したメンバーの力作ですが、皆さんによ

るダメ出し後の最終版は、更にクオリティの高いも

のになりました。努力の結果は、今回に限らず、我々

を知らしめる一つの大切な素材です。出番があれば、

大いに活用したいと思います。 

第 3 部は、懇親会。食事、演奏、落語と盛りだくさ

ん。北海道から取り寄せたという大きな大きなホタ

テを頬張りながら、生の演奏と話芸に魅了されるう

ち今朝からの緊張がほぐれていくようでした。仙台

アジア太平洋地域大会のアピールに続いて、最後に、

我がクラブが 1 月 5 日の在京ワイズ合同新年会をア

ピール。ここでもプレゼン資料を駆使し、幸運にも駅

近に取れた会場（京王プラザホテル八王子）が、多く

のワイズの眼にとまることを願いながら、新年祝賀

のシャンパングラスをイメージしたチラシを高く掲

げて来ました。 

（深尾記） 

町田地域新クラブ設立総会 
昨年 7 月から準備が進められてきた「町田地域に新

クラブ設立を」の願いがいよいよ実現の時を迎えよ

うとしています。わがクラブも設立協力クラブとし

て、当初の準備から石田さん、田中さん、伊藤が関わ

っています。10／17(水)の第 7 回準備例会で名称が

｢東京町田スマイリングクラブ｣と決まりました。設

立総会の日程は次のとおりです。みんなで激励にか

けつけましょう。 

＊日時：2018 年 11 月 18 日(日)18:00～20:30 

＊場所：町田市民フォーラム 

＊会費：2,000 円 

（伊藤記） 

東京 YMCA西東京センター・イベント続報 

当ブリテンの 10 月号でもお知らせした東京

YMCA西東京センターのイベント「ペタペタの会」

と「秋まつり」を再度ご案内します。 

「ペタペタの会」は 11 月 3 日（土：文化の日）に

開催予定で、国立市内を散策します。ゴールの矢

川駅手前で日本最初の知的障害児者福祉施設「滝

乃川学園」を訪問することが前回からの変更点で

す。そこでは、国指定文化財の記念館や市指定文

化財「天使のピアノ」を見学します。当日は 10 時

に国立駅改札前に集合、雨天中止です。お弁当と

レジャーシートをご持参下さい。 

「秋まつり」はその翌日 11 月 4 日（日）に同じく

国立にある東京 YMCA 医療福祉専門学校で 12 時

から 16 時まで開催されます。「よって、あそんで、

たべてって」をテーマに、模擬店、駄菓子屋さん、

クラフトコーナーなどを地元の皆さんと楽しみま

す。当クラブは昨年に続きぽんぽこ農園産の野菜

を販売します。石田、小早川、綿引、田中メネット

の 4 名がお手伝いの予定です。     （綿引記） 

第 1部 

エルマー・クロウ賞  

ＳＨショウ Eruma-第

1部 

東京多摩みなみ 

クラブプレゼンテーション 
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在京ワイズ合同新年会のご案内 
すでに東新部、関東東部、あずさ部の部大会では第 1

報を配布し、概要についてはご案内していますが、ま

もなく、第 2 報を作成して在京の他の 16 クラブを中

心にみなさんにご参加を呼びかけたいと思います。 

日時：1 月 5 日（土）12:30-15:30 

会場：京王プラザホテル八王子 

会費：5,000 円 

【プログラム】 

第 1 部  礼拝  12:30～

12:50 

第 2 部 挨拶・アトラクシ

ョン 12:50～13:40 

アトラクションでは、「紙芝

居使」の森眞澄さんによる

紙芝居の実演があります。 

第 3 部 食事・懇親会 14:00～15:30 

（伊藤記） 

2019アジア太平洋地域大会応援 コラム 
このコラムは、2019 年アジア太平洋地域大会（仙台）

を応援するために掲載しています。今後、大会が行わ

れる 2019 年 7 月 19 日(金)～21 日(日)まで連続して

掲載していきたいと思っています。わがクラブの田

中太平洋地域会長を、クラブ挙げて応援しています。

以下に、アジア太平洋地域大会に関する情報を掲載

します。 

大会への思い・願い 
今回の大会のハイライトのひとつは、被災地を巡る

丸一日のツアーです。あの日から 8 年経って、被災

地がどのように復興しているか、これからの課題は

何かを目の当たりにしていただきたいと思います。

アジア太平洋地域はさまざまな自然災害が度重なっ

て発生しています。この大会が、災害時に私たちに何

ができるか、あるいはワイズメンズクラブと YMCA

がどう良い協働を行うことができるかについて考え

ていただく機会となること、多くの参加者のもと、友

情を高め合い、刺激し合い、励まし合い、皆さんがア

クションを起こしていただくエネルギーを供給でき

るような大会になることを願っています。 

各部（大）会で記念バッジを販売 

東日本区の各部大会、西日本区の各部会で、実行委員

一同が手分けして記念バッジを販売しています。こ

れは、大会盛り上げ、参加促進のプロモーション活動

として、また、大会の資金作りのひとつとして行われ

ています。東京多摩みなみの皆さまには全員にご協

力いただきました。例会やその他のワイズの集まり

にはどうぞ着装してご参加ください。 

（伊藤記） 

 

 

 

 

 

YMCAニュース 

◆西日本豪雨災害支援ワークボランティア報告 

西日本に発生した豪雨災害から約 2 ヶ月が経過した 9

月中旬に、東京 YMCA は、ワークボランティアを派遣し

ました。その中にはスタッフも含まれており、短い期間に

多くの経験を積むことができました。災害支援は、ワーク

そのものももちろんですが、被災者に寄り添うことが重要

です。 

◆第 35回会員ソフトボール大会報告 

10月 8日(月、祝)、さわやかな秋空の下、第 35回会員

ソフトボール大会が行われました。東京 YMCA と近隣

YMCA から 12チーム、276 名の参加者が集い、トーナ

メント方式で試合を楽しみました。 

◆YMCA・YWCA合同祈祷礼拝 

日時：11月 15日（木） 18：30～20：30  

会場：東京 YWCAカフマンホール（御茶ノ水） 

◆東京 YMCA高等学院オータム・フェスタ 

１１月１７日(土)１１:００～１５:００ 会場：早稲田奉仕園 
（山手センターは、今年度いっぱい会館改修工事が行われます） 

◆第 20回日本 YMCA大会 

日時：11月 23日（金・祝）～25日（日） 

会場：国際青少年センター 東山荘 

ワイズデー（Y’s Day）11.10 
1928 年 11 月 10 日。この日、初めて日本のワイズメ

ンズクラブ（大阪クラブ）が国際協会に加盟(チャー

ター)されました。これを記念して日本のワイズでは、

11 月 10 日を「ワイズデー」として、「ワイズメンズ

クラブ運動が、YMCA と協働しながら、人類が地球

上で平和に幸福に共存して行くために必要な社会的、

精神的環境をつくるとともに、そうした環境をつく

り出して行くことができる人間の育成をすること」

(「日本ワイズメン運動史」から引用)という初心を忘

れないようにしています。ちなみに、1930 年 2 月に

神戸クラブ、同年 12 月に横浜クラブ、1931 年 2 月

に東京クラブが加盟しています。戦後は 1947 年以

降、全国にワイズメン運動が盛んになっていきまし

た。 

今年は、11 月 10 日に、大阪クラブチャーター90 周

年の記念例会が日本のワイズ発祥の地の大阪・土佐

堀の大阪 YMCA 会館で盛大に開催されます。 

（伊藤記） 

これからの予定 
・11/7(水)東新部役員会（東陽町センター） 

・11/12(月) 11月第 2例会（聖蹟桜ヶ丘オーパ 8階） 

注意)今月は第 2例会の会場が変更になります。 

・11/17(土)東新部評議会（東京 Y本部・西早稲田） 

・11/18(日)町田地域新クラブ設立総会（3面掲載） 

・12/4(火)12月例会（ベルブ永山講座室） 

 連絡先：〒206-0824 稲城市若葉台 4-33-3-203 小早川浩彦 (携帯) 090-9347-7906 

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 

第 2 例会（役員会）第 2 月曜日 19:00～21:00 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 


