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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 
7月号 

（第 36号） 

今月のことば 
 

「径(みち)を開きて、佳賓(かひ  

ん)を待つ」(禅語より引用) 

  

 

    （当クラブは多摩市社会福祉協議会多摩ボランティア･市民活動支援センターの登録団体です） 

 

今月の強調テーマ： キックオフ、YMCA サービス、ASF(Alexander Scholarship Fund)、RBM(Roll Back Malaria) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長主題 「等身大を究めよう」 
スローガン 「地固め、第２ラウンド」  深尾香子 

 
チャーター当初の計画を振り返り、
YMCA への支援に加え、CS に使う時
間を増やして、車の両輪が正しく動く
ように努めます。具体的には、地域へ
の奉仕→地域からの信頼→協力者との
出会い→新たな地域奉仕→ワイズ理解
という道筋を描きます。CS の柱であ

るぽんぽこ農園の存在は、手間暇をかけて収穫に至
るプロセスを経て、メンバーの自信をもたらすこと
はもちろんですが、人と人との出会い、喜びの共有、
自然への感謝等々大きな意義を持つことが全員の知
ることとなりました。そこで、次年度は更なる人脈
の拡がりを期待し、農園カレンダーを考えながらよ
り良い状態での購入機会を増やすことや見学、体験
を希望する方々へは作業日をスムーズに通知出来る
ようにして、積極的に誘って行きたいと思います。
更に、「（仮）チャリティお食事会」と称して"食べて
支援"することがボランティアであることを掲げ、若
年、加齢、疾病他どのような障がい（＝生きづらさ）
を持つ人であっても他者の力になれることを伝え、
拡げて行きます。これらの活動は、昨年度から準備
をしてきた地元 NPO との連携であり、フード・ドラ
イブ事業への第一歩。互いの得意とするところを持
ち寄り WINWIN の関係を築いて、クラブ運営が充
実することを目標とします。 

 

6 

月  

例
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出

席

内
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 メンバー    11名 BF ファンド 

在籍14名  メーキャップ 1名 切手  0 g (昨年度累計   1,355 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､少しでもご持参ください (昨年度累計  38,131円) 

例会出席12名  メネット     0名 ぽんぽこファンド 1,000円 スマイル      4,251円 
  ゲスト・ビジター 1名 (昨年度累計  7,810円) (昨年度累計  67,845円) 

7 月例会プログラム 
日時：7 月 2 日(火) 18:30～20:30 

会場：ベルブ永山 4 階学習室 

司会：石川良一  受付：石田孝次  

＊開会点鐘        会長 

＊ワイズソング      一同     

＊今月のことば    深尾香子  

＊ゲスト/ビジター紹介   会長 

＊クラブ役員就任式 

＊クラブ会長所信表明   会長 

＊東新部部長公式訪問挨拶 小川圭一部長 

＊会食 

＊ゲスト･スピーチ  比奈地康晴さん  

    「BF アフリカの旅が教えたこと」 

＊チーム報告（農園、多摩社協、ｼｪｱﾏｲﾝﾄﾞ） 

＊YMCA ニュース・連絡等 

＊近隣クラブ情報共有   会長 

＊部役員ひとこと 

＊ハッピーバースデイ/アニバーサリー 

＊スマイル献金 

＊YMCA の歌       一同 

＊閉会点鐘               会長 

 

2019～2020 年度 主題 
 

クラブ会長 深尾香子「等身大を究めよう」 
 

東新部部長 小川圭一(東京世田谷) 「心を尽くして、YMCA のために。」 

東日本区理事 山田敏明(十勝) 「勇気ある変革、愛ある行動！」 

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 Jennifer Jones (オーストラリア)「より良い明日のために今日を築く」 

 

《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 

7 月の Happy Birthday / Happy Anniversary 

《誕生日》《結婚記念日》ともに該当者なし   
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6 月例会報告 
6 月 4 日（火）、6 月例会がベルブ永山 3 階講座室に
て開催されました。司会は綿引さん、今月のことば
は伊藤さん、受付は真藤さん。冒頭に深尾会長と田
中さんから、東日本区大会の報告が行われました。
当クラブは今年度、CS 活動特別賞を含む合計 12 の
賞(＝下写真)を受賞することができました。 

シラス丼の夕食を済ませた後は、多摩市議会議員の
藤條たかゆきさん(＝下写真)によるゲストスピーチ
「老いる多摩市をどう迎え、乗り越えていくか」が
行われ、「ビッグデータを活用した子供の危険回避を

目指す組織の設
立」といった取り
組みを中心にお
話しいただきま
した。 

また、今月から
「農園」「多摩社
協」「地域団体協
力」の各チームに
よる報告や、近隣
クラブ情報の共

有など、例会における新たな取り組みを開始しまし
た。                （小早川記）       

《出席者》：「メンバー」11 名：石川、石田、伊藤、
小早川、真藤、滝口、田中、深尾、藤田、峰岸、綿
引、「ゲスト」1 名：藤條たかゆき 

6 月第 2 例会（役員会）報告 
6 月 10 日（月）19:00 から、ベルブ永山 3 階講座室
にて 6 月第 2 例会が開催されました。年度の切り替
わりとなる次回 7 月例会のプログラム確認や予算案
確認の他に、例会における効率的な報告方法等、運
用の改善に向けた話し合いが行われました。 

また、地域団体シェ
ア・マインドとの協
働内容検討の一環と
して、当クラブが
YMCA 夏まつりな
どで出店する食事メ
ニュー（ロス食品を
活用したうどん等）
の試食(＝右写真)が
行われました。こちらはイベントまでに更に吟味を
重ねていく予定です。       （小早川記） 
《出席者》「メンバー」7 名：石田、伊藤、小早川、

真藤、滝口、田中、深尾「ゲスト」1 名：松本靖子 

部長公式訪問 
部長主題 

「心を尽くして、YMCA のために。」 

 

今月からワイズの新年度が始まり

ます。東新部の部長小川圭一さん

(東京世田谷)(＝写真)が部内 7 クラ

ブを公式訪問されます。訪問のトッ

プが、わがクラブです。部長に同行

して部役員もビジターとして訪問

されます。みんなで歓迎しましょう。 

 

今月のゲストスピーカー 
 

東京クラブ会員     

比奈地
ひ な ち

康
やす

晴
はる

 さん  

 

        

《タイトル》 

「BF アフリカの旅が教えたこと」 
 

《プロフィール》 

1947 年生まれ。国際基督教大学大学院修了後、フル

ブライトプログラムで米国大学院に研究留学。帰国

後財団法人ユネスコ・アジア文化センターに勤務し、

主にユネスコの文化領域活動のアジア太平洋地域で

の展開支援に従事。その後、埼玉大学国際交流セン

ターに異動し、留学生支援、交換留学プログラムの

実施等を担当。埼玉大学退職後東京クラブに入会。

ワイズ歴 5 年 10 カ月。アジア太平洋地域ブリテンエ

ディター。  

フードドライブ説明会に参加して 
6／13(木)滝口さんとシェア・マインドに出向き、取

材の場に同席しました。こども食堂を運営して行く

中で、無料で食事を提供し続けることの限界を感じ、

どうしたらこのボランティア事業を続けて行けるの

か。その中でたどり着いた答えが、卖なる有料化で

はなく、他の事業で何らかの収益をあげ、それをこ

ども食堂の運営資金に投入する。そのことで、子供

たちを明るくし、居場所作りにもなる。試行錯誤の

中から解決の出口が見えてきた。そんな中、シェア・

マインドとの協働事業の可能性が見えてきた。この

事業は、win-winの輪がどんどん広がり、シェア・マ

インド、東京多摩みなみクラブ、困窮者、こども、

サポーター、フードドライバー、行政サイド等々。

寄付や募金という形をとることで、寄付に応じてく

れる人にロス食材の中から好きなものを持ち帰って

もらうというビジネスモデルを考えた。シェア・マ

インド代表の松本靖子さんから、同席していただい

て 助 か り ま し た と 感 謝 さ れ ま し た 。                   

（石田記） 



3 

 

第 22 回東日本区大会報告 
6/1(土)、2(土)の 2 日間、国立オリンピック記念青少年総

合センターにて、第22回東日本区大会が390名の参加

者のもと、開催されました。当クラブからは石田、伊藤、

真藤、田中博之・直美、綿引、深尾の 7 名が出席しまし

た。大会に先立ち午前 10 時から代議員が開かれ、わが

クラブの伊藤幾夫さんが議長を務めました(＝下写真)。 

 
大会冒頭でのバナーセレモニーでは、東新部 6 番目と

して登壇しました（＝下写真 左は宮内理事）。 

 
開会式では、わがクラブの田中さんがアジア太平洋

地域会長として、祝辞を述べました(＝下写真)。 

 

今大会の

テーマは

「つなご

う、平和

への道し

るべ」で

した。テ

ーマにふ

さわしい

記念講演

として森重昭氏(＝下写真)のお話をいただきました。

氏は、2016 年 5 月 27 日、現職の米大統領として初

めて被爆地広島を訪問

されたオバマ大統領に

抱擁された方です。氏は、

被爆の犠牲になったア

メリカ兵について調査

を行い、ついには遺族へ

そのことを伝えるため

に奔走されました。この

ことがドキュメンタリ

ー映画「灯籠流し Paper 

Lanterns」として制作され、今回も講演の前に上映

されました。 

当日の晩餐会では、和気藹々とした雰囲気に包まれ

ました（＝下写真:多摩みなみ全員集合）。 

翌日の表彰式では、多くの賞をいただきました。特

に、わがクラブのぽんぽこ農園活動やフードロス対

策団体との協力など地域活動が評価されて「地域奉

仕活動特別賞」をいただけたことは誇りに感じまし

た（＝下写真：宮内理事から表彰状を受賞）。 

最後の区役員引継式では、田中さんが元理事として

司会を務めました。私は予期せぬ表彰ラッシュで何

度も壇上へ上がり、懇親会や宿舎では｢ブリテン読ん

でるぞ｣とか｢卓話ありがとう｣とのお声掛けを戴き、

次年度への覚悟と責任を痛感した 2日間でした｡ 

                   (深尾記） 

西日本区大会参加 
6 月 22 日（土）、23 日（日）、ロームシアター京都、

ウェスティン都ホテル京都で開催された第 22 回西

日本区大会に参加してきました。参加者数は 700 名

を超え、いつもながらの西日本区のパワーを実感し

てきました。私は、アジア太平洋地域会長としての

祝辞の他に、IBC（国際兄弟クラブ）、DBC(国内兄

弟クラブ)の締結式に立ち会い、また、国内での最後

のチャンスとして仙台大会のアピールに加わってき

ました。             (田中記) 

IBC・DBC 締結式 
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ぽんぽこ農園だより 

6 月 3 日(月)、午前中に農耕班の真藤、井上、石田と助

っ人の佐々木さんの 4名がぽんぽこ農園に集合し、待ち

に待った玉ねぎの収穫作業を行いました。今年の玉ね

ぎは、順調に育ってきただけあって逞しく、玉のサイズは

大きく、香りも

強く、身の引き

締まった上質

の玉ねぎが採

れました。収

穫作業は、あ

っという間に

終わり、優しく

段ボールに入

れました。白

玉の「スワロー」が約 160 個、赤玉の「湘南レッド」が約

40 個ということで大豊作だと思います（＝写真 左から佐々

木、真藤、石田）。                      （石田記） 

 

今年も“落合ふるさと祭り”に参加します  

今年も地元、多摩市落合のお祭りに参加します。今

年は参議院選挙の関係で、例年より１週間遅く、

7/27(土),28(日)の 2 日間です。ぽんぽこ農園で育てた

玉ねぎを使った、カルビドックの販売をします。ま

た、今年は NPO 法人シェア・マインドと東京多摩み

なみワイズメンズクラブは、お互いの得意分野を持

ち寄って、フードドライブ事業に参画します。今回

はその第 1 弾として発進。美味しいひと時と共に、

皆さまのあたたかいお気持ちが、問題解決の 1 歩と

なりますと呼びかけ、募金活動（食品ロス削減のた

めの活動などに活用）を行い、訳あり食品（箱のヘ

コミあり、賞味期限間近、サンプル品など）の配布

と共にピーアール活動を行う予定です。 

（滝口記） 

編集後記 

新年度のスタートです。クラブ役員は全員留任しました。 

クラブも 4 年目に入り、新たな地域活動として、フード・ド

ライブ活動を展開する準備が始まりました。（伊） 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

2019 アジア太平洋地域大会応援コラム 
7月19日(金)～21日(日) 仙台で開催されるアジア太

平洋地域大会がいよいよ迫ってまいりました。準備

の方も猛ダッシュで進められています。1,000 名を目

標に準備を進めていますが、6 月 25 日時点では約

700 名となっています。ワイズの場合は、間際にな

っての登録が多いですが、他クラブの方々もどうぞ

お早めの登録をお願いいたします。海外からの登録

は、台湾の 104 名を筆頭に合計 150 名超となってい

ます。ワイズが国際的な奉仕団体であるということ

が、この大会を通して実感できると思います。多く

の方が参加されることを期待しています。わがクラ

ブからの出席予定は 7 名（石田、伊藤、小野、真藤、

田中博之・直美、深尾）です。大会への寄付金、広

告のご協力もよろしくお願いします。大会成功に向

けてみなさんのご協力をよろしくお願いします。 

（アジア太平洋地域大会総務委員長：伊藤記） 

            

 

これからの予定 
・7/8(月) 7 月第 2 例会 

・7/13(土) 東新部第 1 回評議会 单センター    

・7/17(水) 東京町田スマイリングクラブ 7 月例会 

・7/19(金)～21(日) アジア太平洋地域大会 仙台 

・7/27(土)、28(日) 落合ふるさと祭り 

 

YMCA ニュース   

◆第 22 回会員芸術祭が開催されました 

開催期間：6 月 24〜29 日 会場：東陽町センター 

《受付ボランティア》東京多摩みなみクラブ 

24(月)滝口恵子さん 

      28(金)深尾香子さん、石田孝次さん     

◆YMCA 保育園ねがい開設 

7 月 1 日（月）から運営が始まります。 

所在地：東京都世田谷区船橋 6-26-5-101 

◆その他の予定 

・8 月 24 日(土) 東京 YMCA 夏まつり 

（東陽町センター） 

  今年も東京多摩みなみクラブは出店します！ 

・9 月 2 日(月)～6 日(金) 第 20 回アジア・太平洋 

YMCA 大会（日本 YMCA 同盟東山荘） 

・9 月 14 日(土)国際協力一斉街頭募金（新宿駅周辺） 

・9 月 23 日(月・祝) 

第 33 回インターナショナル・チャリティーラン

（都立木場公園） 

                （担当主事：小野記）  

 

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 

＜お願い＞ 

 新年度のクラブ会費の納入をお願いします。 

1 年分 48,000 円または半年分 24,000 円で

す。7 月例会に持参いただくか、下記口座に

お振込みください。  

 YMCA の会員になられていない方はよろし

くお手続きください。 

 （会計：綿引康司） 


