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JAPAN EAST REGION, TOSHIN DISTRICT 
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東京多摩みなみワイズメンズクラブ 
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2019 年 
1月号 

（第30号） 

今月の聖句 
「自由な人として生活しなさ

い。しかし、その自由を、悪事を覆

い隠す手だてとせず、神の僕とし

て行動しなさい。」 新約聖書    

ペテロの第一の手紙 2-16 

 
今月の強調テーマ： IBC/DBC (International Brother Clubs 国際兄弟ｸﾗﾌﾞ/Domestic Brother Clubs 国内兄弟ｸﾗﾌﾞ)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「畑（農）への祈り」 

昨年の秋から本クラブでは、町

田の農村伝道神学校から畑を借

りて、野菜作りをしています。畑

には、ハクサイ、キャベツ、ダイ

コンなどの種まき・植えつけを

し、会員の皆さんが汗まみれ・土

まみれになって作業していたこ

とを思い出します。また、この春

から、ジャガイモ、サツマイモ、サトイモ、ハクサイ、

ダイコン、キャベツなどを栽培・収穫し、収益として

会を支えてきました。私たちは、畑（農）に何を求め

ているのでしょうか。仲間づくり、心の癒し、共同で

作業するなどがあげられますが、私が常に求めてい

たのは、故郷・秋田の「田風景と鳥海連峰」という原

風景でした。人の心をなぐさめ、誰でもやさしく包み

込む、畑がそんな場所であってほしいと願っていた

のです。野菜を育てながら気づいたことがあります。

それは、野菜が育つことを、自分のことのように喜ぶ

私です。私はハッといたしました、今まで野菜を育て

てきたつもりだったが、本当は自分の方が育てられ

てきたのではなかったかと、今思うのです。（藤田 智） 
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 メンバー    10名 BF ファンド 

在籍13名  メーキャップ 2名 切手  513 g (累計   1.093 g) オークション11,400円 

 (内広義会員1名)  出席率    100％ 使用済み切手､少しでもご持参ください (今年度累計  30,550円) 

例会出席12名  メネット    1名 ぽんぽこファンド 4,970円 スマイル     7,200円 

  ゲスト・ビジター1名 (今年度累計  6,810円) (今年度累計  40,270円) 

1 月例会 
日時：1 月 5 日(土) 10:45～11:30 

会場：京王プラザホテル八王子 

 

会長挨拶 

連絡事項 

次期クラブ役員選出 

ハッピーバースデー、アニバーサリー 

スマイル 

 

以降、在京ワイズ合同新年会準備および 

在京ワイズ新年会に参加 

 

＜在京ワイズ合同新年会プログラム概要＞ 

 

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「紙芝居」 

紙芝居使 せんべい  

第 3 部 食事・懇親会(14:00～15:30) 

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 

1 月の Happy Birthday / Happy Anniversary 

《誕生日》 

真藤広子(17 日) 

メネット：伊藤まゆみ(9 日)、石川佑子(26 日) 

《結婚記念日》石川良一(30 日) 

「拡大第 2例会」のお知らせ 

日時：1 月 15 日(火)19:00～21:00 

場所：ベルブ永山 4 階調理室 

内容：在京ワイズ合同新年会の振り返り等 
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12 月例会報告 
12 月 4 日（火）、12 月例会がベルブ永山 3 階講座室
にて開催されました。司会および聖句/お祈りは小野
さん、受付は伊藤さんでした。冒頭、伊藤さんから、
在京 17 クラブの 11 月例会を訪問したメンバーに、
実行委員長としての感謝の言葉がありました。各メ
ンバーは、在京ワイズ合同新年会の案内を目的に訪
問しましたが、他クラブについて知る貴重な経験に
もなりました。 

アジア太平洋地域会長の田中さんから、「オーストラ
リア訪問記」と題して、オーストラリア区のワイズの
現状報告や、訪問先のメルボルン地域の風景、動物な
どの紹介がパワポを用いて行われました。 

豆腐のカレーの夕食を済ませた後、伊藤さんから在
京ワイズ合同新年会のプログラムと役割分担の説明
がありました。開催に向けて、細部の調整を進めてお
り、12 月 22 日の臨時例会にて最終的な確認を行う
予定です。最後に、ぽんぽこ農園で収穫されたサツマ
イモ（段ボール 3 箱分）について、メンバーが寄付
を行った上で、希望する数量を持ち帰りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

想像よりも遥かに大きなサツマイモに、4,970 円もの

寄付が集まりました。       （小早川記） 

《出席者》12 名：「メンバー」：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」：田中、「ビジター」佐藤茂美（東京） 

「メーキャップ」：安藤、石川 

12 月第 2 例会（役員会）報告 
12 月 10 日（月）19:00 から、ベルブ永山 3 階講座室

にて 12 月役員会が開催されました。1 月例会のプロ

グラム確認、次期クラブ会長、役員候補の選出、在京

ワイズ合同新年会の役割確認、12 月 22 日の臨時例

会・忘年会の調整などが行われました。  （伊藤記） 

《出席者》6 名：石田､伊藤､真藤､深尾､綿引､小野 

 

臨時例会／忘年会報告 
12 月 22 日（土）、臨時例会がベルブ永山 3 階講座室
にて開催されました。開催目的は、当クラブがホスト
を務める、1 月 5 日の「在京ワイズ合同新年会」の最
終確認です。各メンバーの担当役割確認、現時点での
エントリー状況、集合時間の確認などが行われまし
た。 

 

また、当日歌う予定の讃美歌 21－368 番「新しい年
を迎えて」を、皆で練習しました。一般的に知られた
讃美歌ではありませんが、新年にふさわしい歌詞が
綴られています。当日は当クラブのメンバーが中心
となって歌うことになるため、各自で練習して臨む
予定です。 

最後には、ぽんぽこ農園で 18 日に収穫したばかりの
里芋も配られました。 

 

臨時例会の終了後は、場所を移して忘年会を開催し
ました。会場は「ベルブ永山」隣りの“湯葉と豆腐の
お店”「梅の花」でした。メネットも含めたフルメン
バーの他に、落合夏祭りでお世話になった峰岸幸枝
さんがゲストとして参加されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

できたての豆腐など、本格的な豆腐料理に舌鼓を打
つとともに、多様なメンバーからはスポーツや健康、
多摩地域の歴史といった様々な話題で大いに盛り上
がりました。ゲストの峰岸さんも当クラブの活動や
雰囲気に関心を持ってくださり、新年になってから
のご入会のご意志もうかがうことができました。充
実した会となりました。        (小早川記) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《出席者》15 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、藤田、綿引 

「メネット」：田中、藤田 

「ゲスト」：峰岸幸枝 

オーストラリア訪問記  

 

サツマイモ  

 

忘年会 

 

臨時例会 

 

できたての豆腐 
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公示：2019-2020 年度クラブ役員候補者 
12 月役員会(第 2 例会)で次のとおり、次期クラブ役

員候補者を選出しました（全員、継続となります）。 

1月例会で承認を受けます。 

 

会長候補   副会長候補    副会長候補 

  
深尾香子    真藤広子      伊藤幾夫 

 

書記候補     副書記候補      会計候補 

 

 

 

 

 

 
小早川浩彦     田中博之     綿引康司 

 

直前会長     担当主事 

 

 

 

 

 

 

  

  石田孝次    小野 実 

BF 切手拠出のお願い 
使用済みの切手を１月例会までに、お持ち寄りくだ

さるよう、お願いいたします。数量は関係ありませ

ん。少しでも結構です。2 月 15 日（金）が納期とな

っておりますので、できれば早めにいただけると助

かります。BF とは、Brotherhood Fund の略で、BF

代表や国際役員の公式旅行の費用に充てるため、全

ワイズメンが積み立てる基金です。使用済み切手を

集めて換金し、現在に至っています。「無から有を生

み出す」ことが、この活動の原点です。この意義を考

え、みなさんのご協力をお願いいたします。 

(藤田記） 

（仮）東京町田スマイリングクラブ仮例会に参加 
12 月 19 日(水)18:00 から松香さん(東京町田コスモ

ス)のお宅で、新クラブの第 1 回仮例会が開催されま

した。2 月 24 日(日)15 時から開催されるチャーター

ナイトの準備打合せを行いました。 

出席：石田、伊藤(記) 

ぽんぽこ農園だより＝里芋収穫 
12 月 18 日(火)14 時から 1 時間ほど、伊藤さんと 2 人

で少しでも長く熟成させ

るため大事にとっておい

た里芋の収穫作業を行

いました。粒ぞろいの里

芋が畑の中に沢山眠っ

ていました。思わぬ豊作

にふたりとも大満足でし

た。12月 22日(土)の臨

時例会兼忘年会にお持

ちしてみなさんに持ち帰

っていただきました。今回も「ぽんぽこファンド」に貢献し

ました。                         （石田記） 

「ぽんぽこファンド」開設 
12 月 10 日(月)のクラブ役員会(第 2 例会)で「ぽん

ぽこファンド」の開設を決めました。ぽんぽこ農園で

収穫された野菜を販売して得られた収益を、ファン

ドとして積み立て、クラブ活動のための資金として

利用しようというものです。ファンド累計が明確に

なるように、ブリテン 1 面の集計表に記載すること

にしました。             （伊藤記） 

 

町田 YMCA 市民クリスマス参加して 
12 月 8 日(土)、原町田教会で毎年恒例の町田 YMCA

市民クリスマスが、東京町田コスモスクラブ、（仮）

東京町田スマイリングクラブの共催で、まさに手作

りのパーティーが開催され、伊藤さんと共に参加し

てきました。ワイズ関係者だけでなく地元に住む一

般市民のみなさん、ベテランティアのみなさん、歌声

ひろばのみなさん、教会のジュニア聖歌隊のみなさ

んなど 41 名の参加者があり、とても賑やかなクリス

マス会になりました。今年は、東京町田スマイリング

クラブのメンバーに内定している谷口美歩さん(ソ

プラノ)と竹尾信吉さん(バリトン)の声楽家が加わり、

声量あふれるクリスマスソングを堪能することがで

きました。 

メインイベントのひとつのプレゼント交換は、東京

町田スマイリングクラブの担当主事に内定している

諏訪治邦さん扮するサンタさんの臨場感たっぷりの

演出があり、会場は大変盛り上がりました。（石田記） 
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在京ワイズ合同新年会準備万端 
いよいよ年明けの 1 月 5 日(土)、12:30 から在京ワイ

ズ合同新年会を京王プラザホテル八王子で開催しま

す。12 月末現在の出席登録数は約 130 名となりまし

た。クラブメンバーが手分けして、在京クラブの 11

月例会に出席して参加を呼びかけた甲斐がありまし

た。12 月 22 日(土)には臨時例会を開催し、クラブメ

ンバー全員が出席して、最終確認を行いました。準備

は万端整いました。あとは皆様をお迎えするばかり

です。クラブメンバーはランチョンバッジ、仙台アジ

ア太平洋地域大会ピンバッジをお忘れなきように。 

(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 2019 年 7 月 19 日(金)～21 日(日)を応援するため

に情報を掲載しています。） 

年明けとともにアジア太平洋地域大会の動きが加速

されます。すでに、HCC（準備委員会）を中心に必

要な準備は進められてきています。大会参加の呼び

かけも行ってきて、見通しとして、国内外からの参加

者は 1,000 名も超える勢いを感じます。田中博之さ

んをアジア太平洋地域会長に輩出しているわがクラ

ブも、全員で参加しようと資金作りを検討していま

す。また、意識付けとして、ワイズの会合などには

「大会ピンバッジ」の着装を心がけています 

（伊藤記） 

ご案内「4部合同 EMC シンポジウム」 
東新部のみならず、東日本区すべての部において「会

員の減少」は深刻な課題となっています。私たちワイ

ズにとって EMC は最重要課題であり、どのように

したら会員減少に歯止めがかけられるのか、いや、ど

うしたら会員増強をはかれるのかを共に考えましょ

うと、今期も４部（関東東部、東新部、あずさ部、湘

南･沖縄部）合同の EMC シンポジウムを開催されま

す。今期は、次の 4 つの発題が予定されています。 

① 「新しい発想で新クラブ設立」：（仮）東京町田ス

マイリングクラブﾞ 

② 「いきおいクラブの成功例」：甲府 21 クラブﾞ 

③ 「老舗クラブの苦悩」：横浜クラブ 

④ 「クラブの再生・再活性化」：千葉クラブ 

日時：2019 年 2 月 16 日(土) 13：30～16：30 

会場：東京 YMCA 社会体育・保育専門学校 

会費：無料             （伊藤記） 

後期クラブ会費納入のお願い 

新年を迎えるとワイズ年度は後期となります。分納

の方は後期分会費（24,000 円）を納めて下さい。1 月

に持参いただくか下記口座に振込みをお願いいたし

ます。             （会計：綿引） 

 

 

 

 

YMCAニュース 

◆第 20回日本 YMCA大会開催報告 

日時：2018年 11月 23日（金・祝）～25日（日）  

会場：国際青少年センター 東山荘 

2 年に一度、全国の YMCA 関係者が集まる日本

YMCA 大会が御殿場の YMCA 東山荘で開催されまし

た。各地の会員や学生ボランティア、役員、スタッフなど

約 250 名が集いました。東京 YMCA からは、保育やウ

エルネス、キャンプなどの事業領域から若手スタッフや

ボランティアなど 30 名が参加、YMCA ネットワークの多

様さとパワーを実感することができました。大会の中で、

東京YMCAに関係する41名の会員が表彰されました。

不肖小野も 25 年勤続賞をいただくことができました。お

支えに感謝申し上げます。 

◆第 13回子育て講演会 

日時：2019年 1月 19日（土） 10:00〜12:00  

会場：しののめ YMCA こども園、テーマ「『輝く瞬間』最

初に気付くのはママ」、講師：河村都さん 

参加費：無料 

◆1月午餐会開催 

日時：2019年 1月 25日（金） 12:00〜13:40 

会場：学士会館  参加費：4,000円 

テーマ「さんびか・時代と国境を超えたヒット曲」 

卓話者に久米小百合さんを迎えての開催となります。

「異邦人」などのヒット曲を出した“久保田早紀”としての

音楽活動引退後は、主に教会やミッションスクールを中

心に新しい教会音楽家として活躍されています。 

◆ソシアスフォーラム 

日時：2019年 2月 11日（月・祝） 10:00〜15:00  

会場：東陽町センター 

テーマ「地域に開かれた YMCA に向けて〜これからの

YMCA を語ろう」 

「ソシアス」とはラテン語で「仲間」のこと。東京 YMCA で

は年に１回、会員が集い、YMCA について学び、語り、

交流する会として、会員協議会「ソシアスフォーラム」を

開催しています。                  （小野記） 

これからの予定 
・1/5(土)：在京ワイズ合同新年会） 

・1/10(木)：ワイズ後期半年報提出（厳守） 

・1/15(火)：拡大第 2例会（在京ワイズ合同新年会反省会） 

19:00～21:00 ベルブ永山 4階調理室 

・1/16(水)：(仮)東京町田スマイリングクラブ 1月例会 

・2/5(火)：2月例会 18:30～ 

・2/12(火)：第 2例会（役員会）19:00～ 

・2/16(土)：4部合同 EMCシンポジウム 

 

編集後記 2019 年のスタートです。新年おめでとうござ

います。良い 1年となりますように！ (I.I) 

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 


