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東京武蔵野多摩ワイズメンズクラブ 
 

東京ＹＭＣＡ西東京センター内 〒186-0002 東京都国立市東 1-4-20-102 

TEL 042-577-6181/FAX 042-577-5574 

今月の聖句                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

確かに塩は良いものだ。だが、塩も塩気がなくなれば、その塩は何によって味がつけられようか。畑にも

肥料にも、役立たず、外に投げ捨てられるだけだ。聞く耳のあるものは聞きなさい。 

ルカによる福音書14章34節―35節 

主題                                                                    

国際会長      Isaac Palathinkal   「言葉より行動を」「今すぐやろう！」 

アジア地区会長   岡野 泰和      「未来を始めよう、今すぐに」 

「ひとつのアジア、世界はひとつ」 

東日本区理事     田中 博之      「誇りと喜びを持って」 

あずさ部長      望月 勉        「スピードをもって前に進もう」 

武蔵野多摩会長   宮内 友弥      「共に学びあい、活かされる社会を目指して」 

ワイズメンズクラブモットー     ワイズメンズクラブの目的 

強い義務感をもとう 義務は全ての権利に伴う 

 

五つの誓い 

1. 自分を愛するように隣人を愛そう 

1. 青少年のためにＹＭＣＡにつくそう 

1. 世界的視野を持って国際親善をはかろう 

1. 義務を果たしてこそ権利が生ずることをさとろう 

1. 出席第一と奉仕第一とを旨としよう 

 

 

７月出席率１００％ 在籍者１１名 出席者１１名 メネット１名 メイキャップ０名 ゲスト０名 7月にこにこ９４２４円 

2014－2015年度キックオフ例会のようす                                                             

日 時 ７月11日19時  場 所 ＹＭＣＡ西東京センター 

司会 山口ワィズ 聖書・祈祷 伊佐ワイズ 受付 渡邉･松田ワイズ 

就任式式辞 清水ワイズ 立会 クラブメンバー全員 

食道全摘の大手術を乗り越えて笠利ワイズが久々に出席、喜びいっぱい出席率１００％のキックオ

フ例会が始まった。 

1. 個人的にもまたクラブとしても、その奉仕活動を通じ

てＹＭＣＡの活動を支援する。 

2. ワイズメンにふさわしい他の団体を支援する。 

3. 地域社会や国際的な問題に関心を持ち、一党一派に偏

らない正義を追求する。 

4. 宗教・社会・経済・国際などの諸問題について会員達

を啓発し、積極的に参加させる。 

5. 健全な交友関係を作り出す。 

6. この協会の国際・地域・区の事業を支援する。 

2014 年 8 月号《No.2》 



 

  

宮内新会長の挨拶・抱負と実行計画 

一回目の会長の任を果たしてから今回の会長の任まで八年がたちます。その間アジアの会計を三年.東日

本区の会計を三年と六年間の外回りでした、それも終わり我がクラブに目を向けなければと思ったとたん

の会長の任、世話役として労は惜しみません、やる気だけは満々です。（6 年間蓄積したノウハウ、我が

クラブに必要な御土産がいっぱいだ！とみんなの心の声） 

役員就任式の言葉で役員に必要なＩで始まる四つの資質 １、IDEALISM（理想を持つこと）２、

INTEREST（興味をもつこと）３、INITIATIVE をとること ４、INDUSTRY（労をいとわぬ）とあり、

第 3 の I、常にアイデイアを出し、計画を実行する。他人の提案に乗るだけではなく、自ら提案者になる

のです。「何かを始める人」になり、始めたことは成功させてください。とありますがちょっと・・・・・・

（IMPOSSIBLE ね！笠利ワイズの野次、爆笑！！） 

今期一年皆さんでアイデアを出し合っていかに楽しい面白いクラブづくりをするか、新会員を迎えられる

か、世話役として労をいといません。 

会長主題は「共に学び合い、活かされる社会を目指して」 

抱負は「Extension,extension＆extension」としました。（彼のイメージは任せとけ人間の輩出だ！） 

そこで１、重点方針 ２、財務状況の認識 ３、例会開催日 などの提案を用意しました。 

全ては魅力あるクラブ造りのため、自信をもって新入会員勧誘に励める体制つくりのためです。 

これを皆なで知恵を出し合い議論しながら練り上げてゆきたいと思います。 

重点方針 国際・区・部の活動方針が毎年出ます。それによる我々の立ち位置、活動の方向性を明確に

したいと思います。又、区、部のキャンペーン、切手･プルタブ収集へのホロー、Event（含ＹＭＣＡ）

への積極的参加がベースの魅力ある例会つくりです。 

２、財務状況の認識 予算の必要性 第一スマイル第二スマイル ブリテンでの報告 西東京センターへ

のサポート（寄付の仕方） 国際、区への献金（全員で協議） ビジター、ゲストの弁当代、スマイル、

二次会 資金の確保などです。 

２、で主に話し合われたこと、現在のクラブ運営費赤字補てんに二次会で数年間おつりの端数をためたも

のを使ってはどうか。 賛成だが経理上無理の無い方法は、結論は後日第二例会で。 

資金確保の方法を考えよう、他クラブでは物品販売バザー等やっているが・・・ 

ブリテンの送料代がかなりかさんでいる。 6 月前期再終号 7 月で今期初号の 2 度、ブリテンと同封でメ

ール便で送付の不都合を打診中、現在送付料節約賛成ドットコムでＯＫが 4 通着ている。 

３、例会開催日 若い現役世代の出席可能日を探るため試験的に 11 月第一例会を 8 日土曜日 16:00～

18:00 してみたい。行事の込み具合を見て後日第二例会で調整する。 

４、ホームページの設置。現在渡邉ワイズより設置に必要な試み、他クラブからアイデア探しに開れるよ

うな魅力あるページ創りの進捗状況が話された、投稿など協力を！（クラブを車に例えると意思を外に発

信する手段ウインカーはブリテン、クラクションは評議会とするとホームページは窓を開けたことになる

若者がメンバーになると、かくもの感大） 

追伸、ブリテンもパソコンでのなじみやすい形態、読者自身が同席しているような臨場感創り、いつも問

題提起をそれとなくするクラブカラーを目指している。 

現在卓話者に入会お誘いの意味でブリテンを送り続けているが有力視できる人をピックアップして強力

にプッシュしよう。 

等々エンドレス、行ったり来きたりしながら時間オーバーして話し合われた、新会長の構想すぐに答えが

出なくても 続けて考えあい行動しようというキックオフに相応しい例会でした。 



 

  

メーリングリストの運用を始めました 

今後、ホームページの設置を目標にレンタルサーバーを借りました。 

サーバーの機能でメーリングリスト (以下、ＭＬと略す)があります。 

ＭＬとは、ワイズドットコムと同様に、そのリストに登録されている人、全員にメールが配信されます。リス

トにはメンバー全員及び担当主事が登録されています。 

投稿されたメールのタイトルのところに(club_info000)と書いてありますのでタイトルを見ればＭＬであるこ

とがわかります。メールの投稿は、登録されている人全員が可能です。 

注意点としては、容量の大きい添付ファイルは送らないようにする。 

返信する時は、返信先に注意する。そのまま返信をすると差出人ではなく、ML に送信されます。ML に投稿

されたメールの差出人に個人的に返事を送りたいときには、「返信」を使わず、個別のメールアドレス宛てに

送ってください。 

ML だけではなく、一般のメールにもいえる事ですが、機種依存文字（丸付き数字やローマ数字、特殊な記号

など）を使わない、HTML 形式のメールは出さない（テキスト形式が望ましいです）、自分の投稿には署名を

つける、などよろしくお願いします。 

一時的に配送を停止、過去のメールが欲しいとき、（ないとは思いますが）脱会等は渡辺宛てに連絡ください。 

今後、クラブ内の連絡で有効にご利用ください。 

また、ホームページも設置に向けてご協力お願い致します。          渡辺 大輔 

 

東京ベイサイドクラブ設立総会に参加して 

                           山口 直樹 

６月２８日(土)にしののめＹＭＣＡこども園にて、東京ベイサイドワイズメンズクラブの設立総会が開催さ

れた。あずさ部から、サンライズ小山ワイズ、甲府仙洞田ワイズ、山口と 3 人出席。 

新クラブのメンバーは 17 名、最年長は担当主事の堀江さん(それも他のメンバーとはかなりの年の差)という、

驚愕の若さのワイズ。たぶん日本で一番若いクラブとのこと。 

渡辺現理事、田中次期理事、利根川次時期理事とそろい踏み。今年度内にどうにか設立総会まで行った準備

された皆さん(スポンサークラブは江東クラブと東クラブ)にただ頭が下がる思い。新しい若いエネルギーを感

じながら、わがクラブも新メンバーの獲得に頑張らねばとの思いを強くした時間でした。チャーターナイトは

9 月 20 日とのこと。 

 

一歩前進しかけにん冥利         松田 啓 

平成八年発足の由井中ＯＢ吹奏楽団は八王子を拠点に一般吹奏楽団、抜群の「新八王子ウインドオーケスト

ラ」に発展。今回 18 回定期演奏会がありました。メンバーは 20~30 才代、毎回楽しみなオーケストラです。

代表で指揮者の魅力、指導力と冒険心、それに必死で喰らいつくメンバーがこれまで成長させたと思います。

吹奏楽団は往々にして難しい楽曲だけに挑戦しマニア以外の聞き手はうんざりしますが、彼らはジャズ・ラテ

ンからオペラまでその世界のミウジシャンを巻き込んでの挑戦です。前回はバレー曲でオケピットに入らずス

テージの前が踊るステージでした。私は聞き手と一体で音楽するアンドレ・リュウのようなオーケストラに成

ことを期待しています。 

これと「八王子クラブの地雷廃絶キャンペーンコンサートとドッキングして毎年のレギュラーになったら楽

しいだろうなあ！」メンバーに地雷廃絶の意味を分ってもらい、将来ワィズメンに・・・と思い立ちそのアイ

デアを八王子クラブ小口ワイズに持掛けたのが昨年の原村合同例会。「いいよ！面白いよ！」だけでは・・・



 

  

と先月クラブの主メンバー４人八王子いちょうホールでの演奏を楽しみ、皆にも聞かせたいと大感激！7 月 19

日オリンパスホールでの八王子吹奏楽まつりに参加する新八王子ウインドオーケストラを「今度は久保田会長

以下 5 人で行くよ」の電話！動きだした！しかけにん冥利！視野を広げて・・・場違いなことをしでかすこと

を恐れなければ・・・。宮内新会長の狙いかなと思っています。 

 

＜西東京 YMCA 便り＞ 

                            村山 達哉 

7 月下旬より、いよいよサマープログラムが始まりました。5 月からそれぞれのプログラムに向けて進

めてきた準備の成果が発揮できるよう、ボランティアリーダーとともに、キャンプに臨んでまいります。

まずは、大きな事故なく安全に実施することができるように、そして少しでも、多くの参加者や子ども

たちにとって、充実した時間が過ごせるように実施したいと思います。 

多くの準備を重ね、キャンプを創ってきたボランティアリーダーたちは、キャンプを過ごす中で、充

実感や達成感を得ると同時に、多少の悔しさを感じたり、悩んだり、中には涙する姿も見られます。そ

ういった感情がまた彼らを成長させ、子どもたちだけでなく、ボランティアリーダーたちも、ひと夏を

越え、大きく変化していくのです。多くのボランティアリーダーにとっても、豊かな成長の時間となる

ことを祈っています。 

8 月にも多くのプログラムが実施されます。障がいをお持ちの方を対象としたキャンプなど、様々な対

象の参加者が、それぞれのプログラムに集まってきます。すべてのプログラムが、安全に実施すること

ができますように。また、西東京センターだけではなく、東京 YMCA の他センターでのプログラムが実

りあるものとなりますように、お祈りいただければと思います。今月もお支えいただきますよう、よろ

しくお願いいたします。 

 

＜西東京センター及び東京 YMCA の主な予定＞ 

7/29-8/4  野尻ユースキャンプ（引率：鳩山） 

8/1-3  ワイルドフラワーキャンプ（引率：村山） 

8/5-8  道志グリーンキャンプ（引率：鳩山、篠嵜） 

8/7-9  つるじんの工作スクール（引率：中元、インストラクター：永井） 

8/7-18  西東京センター夏季休館 

8/14-17  あおぞら・つばさキャンプ（引率：鳩山、篠嵜） 

  シャベルズ・かめの子キャンプ（引率：村山） 

8/20-24  戸隠ネイチャーアドベンチャーキャンプ（引率：鳩山） 

8/20-23  ロングディキャンプ（引率：篠嵜） 

8/21-23  妙高やまのこキャンプ（引率：村山） 

8/29-30  ユース ツーデイトリップ（引率：鳩山） 

8/30  東京 YMCA 夏祭り＠東陽町センター 

 

８月恒例の原村例会 日時 7 月 26 日・27 日 場所 こひつじ幼稚園   この日にブリテン間に合わずお許しを。 

      受付 渡邉･松田ワイズ 司会 山口ワイズ 聖書･祈祷 伊佐ワイズ 就任式式辞 清水ワイズ    

お願い 東京武蔵野多摩クラブの年会費は、銀行振り込みでも結構です。よろしくお願いいたします。 

振込先は 三菱東京 UFJ 銀行 高田馬場駅前支店 普通 3532492 東京多摩クラブ ｴﾝﾄﾞｳﾒﾝﾄ基金です。 



 

  

 


