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2019 年 7 月例プログラム 

日時：2019年 7月 17日(水)19:00～21:00 

会場：まちだ中央公民館 6階 学習室 2 

司会  ・・・・・・・・・・  竹尾 信吉君 

開会点鐘          新会長 為我井 輝忠 

ワイズソングと信条       一 同 

聖句朗読・感謝の祈り     諏訪 治邦君 

為我井新会長の就任式    

     司式朗読     太田 勝人君 

東新部部長挨拶        小川 圭一部長 

会 食 

参加者からひと言 

ハッピーバースデー 

諸報告 ①ワイズ関係特に 「ハートランド悠悠園」 

        での歌声広場、ほか 

     ②YMCA 関係 

スマイリング献金 

閉会点鐘                 為我井会長 

 

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF Y’S MEN’S CLUBS 

JAPAN EAST REGION TOHSHIN DISTRICT 
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東京町田スマイリングワイズメンズクラブ  
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今月の聖句 部の人に対して賢くふるまいなさい。いつも、塩で味付けされた快い言葉で語りなさい。 

時をよく用い、外部の人に対して 

賢くふるまいなさい。 

いつも、塩で味付けされた快い 

言葉で語りなさい。 

コロサイの信徒への手紙 

            ４章 5～6 節～8 節 

 

 

【 ７月の巻頭言 】 

今月、為我井輝忠副会長に「クラブ会長」を受け

ていただき、私は直前会長として新会長を支えて参り

ます。同時に東新部の書記として小川圭一部長を支え

て東新部の発展に尽力していく決意です。 

為我井新会長は、沈着冷静で、ワイズの理念・目

標を徐々に理解できつつある、と思っています。いっ

たんご自分で理解、認識されたら必ず実行する力を持

っている方だと、私は思っています。 

但し、まだ横のつながり、各クラブにどのような

能力、賜物を持ったワイズメンがいるかを分かるまで

時間が必要です。 

新会長になって、いきなり仙台大会（アジア太平

洋地域大会）に城田ワイズと一緒に参加してくれるこ

とを聞き、大変嬉しかったです。 

また、谷口さん、竹尾さんが推進する「ハートラ

ンド悠々園での歌の広場」をスマイリングクラブ全員

で支援して参ります。 

第 1例会を第 3水曜日に、第 2例会を基本的に翌

月の第 1土曜日午後１３：３０から開催します。平日

仕事でお忙しい方にもご参加できるよう考えたもの

です。 

7月の「キックオフ」に当たって、①小川部長とそ

の役員の「公式訪問」をお迎えして部長の方針を伺う

とともに、②スマイリングクラブも 7月から向こう 1

年間活動して参ります。“信頼・地固め、そして成長！

“を実践して参りましょう。 （太田 記） 

 

【 今月の基調テーマ 】 

＊キックオフ：ワイズメンの新年度はこの7月です。

今から 97 年前の 1922 年アメリカオハイオ州ト 

≪モットー≫ 

国際会長 Jenifer Jones 「より良い明日のために今日を築く」 

“Building today for a better tomorrow ” 

アジア地域会長 田中博之（東京多摩みなみ） “ACTION！” 

東日本区理事 山田敏明（十勝） 「勇気ある変革」 「勇気ある変革」 

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」 

クラブ会長 為我井輝忠 「感謝、信頼、地固め、そして成長！」 

［クラブ役員］直前会長 太田勝人   書記 尾張日出夫  

     会 計 松井優希   担当主事 諏訪治邦 



レドにて Paul Alexander 氏によって発足し、ア 

メリカ式の年度となっています。7 月はクラブ会長 

の就任式あり、東新部の部長「公式訪問」のある月 

です（後期 2 月にもあります）。我々のクラブも 9 

月から「ハートランド悠々園」にて「歌の広場」を 

開始できますことを嬉しく思い、かつ全員出来る範 

囲で奉仕に務め、地域に根ざしたいと思っています。 

＊YMCA サービス：ワイズメンは YMCA をサポー

トして次世代を担う若者を育成することに貢献し、

もって世界の平和を願う団体です。 

＊ ASF: ： Alexander Scholarship Fund. 将 来

YMCA に奉仕しようとする有為な青年への財政的

支援の目的で創設された。 

＊RBM:：マラリア病に罹患する人が今なお年間 2

億数千万人おり、死者が 40 万人以上（特に 5 歳未

満が大部分です）おります。ワイズは国連のプロジ

ェクトに参加し一人当たり 800 円寄付して「蚊帳」

をアフリカに届けております。 （太田 記） 

 

≪ 6 月の例会報告 ≫ 

６月１９日（水）19：00～21：10 

まちだ中央公民館・学習室 7 で開催。 

会食：太田会長、為我井さん他にご用意頂いたサンド

イッチ・パン類で会食。久々に松井さんが参加された

こともあり、最近の大学事情などが話題に上った。な

お、YMCA が外国人学生を招いてのキャンプが 1923

年に行われたので、来年は 100 周年の行事がある由。 

資料：①議事次第説明資料 ②年間収支の説明資料③

スマイリング・ブリテン 6 月号 

議事：為我井副会長の司会により開会し、太田会長か

ら議題次第に沿って議事を進行した。 

１．2019 年 7 月以降の年間収支の見直しについて 

※7 月が年度初めのキックオフなので年間の支払見込

みと収入について試算表を作成した。 

 ①コスモスクラブと共催するお祭り等費用の支払 

 ②7 月例会からハッピーバースデーのお祝いとして

図書カード(500 円）を差上げることにしたい。 

 ③10周年にはお祝いの行事の為の積立金(年3万円） 

 ④ワイズの諸大会への参加補助金 2 万円を予算化。 

 ⑤ファンドについては椿油・蜂蜜・コンサートのチ

ケット、為我井さんの書籍、狭山茶など。 

２．グランハート悠悠園での歌の広場開催について 

 先日、悠悠苑で施設長の橋本様と太田会長・谷口さ

ん・竹尾さんが打合せてきた。当面 9 月 23 日秋分の

日を初回公演に準備を進める。開催時間は 2 時からの

1 時間。今後、第三土曜日開催を目途に固定化したい。

３、7 月 17 日の例会は東新部部長に就任する小川圭

一氏の公式訪問があり、為我井さんがスマイリングク

ラブの新会長に就任するので就任式を行う。例会とし

ては過去最大のものになると思われる。 

４．8 月 6 日（火）18：30 から多摩みなみ主催の合

同例会になるので定例例会は無いことをご承知置き

頂きたい。多摩地区のクラブの方々が参加される。 

５．6 月 16 日に鶴見に新クラブが誕生した。歌が好

きな方々が多いクラブであり、竹尾さん、谷口さんな

ど音楽に堪能な人の多い当クラブと交流を持ちたい。 

６．7 月 19 日～21 日仙台大会開催。為我井新会長と

城田教寛さんが出席する予定である。 

７．10 月 12 日に東進部部大会が開催される。新部長

の小川圭一氏肝いりで銀座ライオンで開催する。申込

は 9 月 20 日迄である。詳しくは改めてお知せする。 

８．YMCA についての報告（諏訪主事） 

 ブリテン 6 月号に自己紹介の形で YMCA がどのよ

うに活動をしているかを知って頂くべく書かせて頂

いた。YMCA が 1920 年に六甲山でキャンプをして以

来 100 週年を迎え来年は様々な行事が予定される。 

９．松井さんからの教育実習報告 

 5月 13日～6月 1日の間渋谷区の中学校で理科の教

育実習を実施した。中学 2年生と 1年生を担当したが、

生徒も先生も優しく、とても良い環境に恵まれて、楽

しく実りある実習ができた。 

10．来賓の皆様からの発言など 

 本日出席された権藤徳彦様、江口耕一郎様・小松仲

史様（厚木）から含蓄あるお話をして頂いた。 

【出席者】10 名：メンバー⇒太田勝人、為我井輝忠 

尾張日出夫、諏訪治邦、城田教寛、谷口美歩、松井優希 

ビジター⇒権藤徳彦、（東京町田コスモス）江口耕一

郎（東京）、小松仲史（厚木）      

尾張 記  

 

≪ 新クラブ「横浜つるみワイズメンズクラブ」 

のチャーターナイト参加して 太田勝人 ≫ 

さる 6月 16日（日）横浜鶴見区地域支援ケアハウ

スにて開催された“チャーターナイト”に参加して参

りました。城田ワイズが「設立総会」に参加されたの

を受けて、

我々のク

ラブを支

援してく

れた厚木

クラブが

所属する

「湘南・

沖縄部」

のみなさ



んにもお礼を申し上げるものでした。新クラブは久保

会長以下全員（9名）”歌が大好き“で結ばれた仲間の

クラブです。いつか我がスマイリングクラブとも交流

が出来ますことを願って皆様にお伝えする次第です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当日、横浜 YMCA工藤誠一理事長から以下の言葉を

拝聴し、“ハッと”気が付きましたので、ご参考まで

に皆さんにお伝えいたします。 

『私たち自身が問いの前に立っていることを思い知

るべきなのだ。人生は我々に毎日、毎時、問いを提出

し、我々はその問いに詮索や口先でなくて、正しい行

為によって答えなければならないのである。 

人生というのは、結局、人生の意味の問題に正しく

答えること、人生が各人に課す使命を果たすこと、

日々の務めを行うことに対する責任を担うことにほ

かならないのである。』 

≪8 月例会は多摩みなみクラブ主催≫ 

多摩みなみクラブの他、町田コスモスクラブ、町田

スマイリングクラブが加わった合同例会になります。 

 日時：８月６日 18：30～、 

 会場：小田急多摩線及び京王線永山駅下車３分 

永山公民館・ベルブ永山 

※なお 8月のスマイリングクラブ本例会はありません。 

 

≪グランハート悠々園音楽会開催≫ 

町田スマイリングクラブとグランハート悠々園が

タイアップして悠々園のホール(町田市山崎町)で音

楽会を開催することになりました。現在、運営方法に

ついて協議を重ねておりますが、初回の開催日時は以

下の通りです。会費や会場へのアクセスなど詳しくは

改めてお知らせしますのでご期待下さい。 

開催日時：9月 21日（土） 14：00～15：00 

 （日程は調整中です） 

 

 

 

グランドピアノで季節の歌、昭和歌謡などを 

聴いたり、ご一緒に楽しく歌いましょう♪  

  日時：7月 20日（土）15時～ 

会場：野中ホール 

       町田市成瀬台 1丁目 2-27  

  入場：限定 20名  

交通：バス停・成瀬台入口より徒歩 1分 

会費：ケーキ付 1000円   

 申込&連絡先：7月 18日迄に竹尾 090-7639-0260 

主催  ムジカコンソラータ 

 

 

※８月には以下の素敵な講座＆コンサートをご用

意しています。チケット販売の協力を通して市民文

化への貢献と併せてスマイリングクラブのファン

ド作りになりますので、ご支援をお願いします。 

※なお、以下のチラシの詳細は町田シティオペラ協

会のホームページをご覧下さい。 

 http//mco.cioa.jp/ 

☆8月 18日（日）14:00 開演（13:30 開場） 

第 3.5回まちだ芸術フェスティヴァル Joint 

 Concert 

 

会場：町田市民ホール 

入場料：1500円(全席自由) 

曲目：ベートーヴェン第九第四楽章抜粋(合唱、オ

ーケストラ・マリンバ・箏ほか)、のミュージカル

名曲集(合唱)、メリーポピンズほか(マリンバ)、

千鳥の曲ほか(箏) 

☆お申込み＆お問合せ先 

町田シティオペラ協会事務局 

         ０４２−７２９−４３３１ 

        ０９０−７６３９−０２６０ 

   Mail machidacityopera@gmail.com 

  町田スマイリングクラブ音楽事業担当 

  町田シティオペラ協会事務局長  竹尾信吉 

【 町田シティオペラ協会の公演会 】 

【 歌声サロン イン 野中ホール  】 

mailto:machidacityopera@gmail.com


 

 

 

丹沢山塊の東西のほぼ中央の南面に鍋割山があ

る。標高 1273ｍの目立たない山だ。昭和 39年の夏、

友人と二人でこの山を源流とする四十八瀬川上流

の勘七ノ沢を登攀しようとして入山禁止の本沢に

迷いこみ、急峻な詰めのガレ場で滑落した。草付き

まで這い上がって動けなくなっていたところを鍋

割山荘のボッカ（荷揚人）に助けられた。頭と右手

の傷の手当てをし、その背に負われて大倉尾根を下

ったが激痛で記憶が曖昧だ。それから三ヶ月後に御

礼の為、ボッカのシャツを血で汚したお詫びに新し

いシャツを持って鍋割山に登った。小屋番の親父さ 

 

んは“チョーさんはあんたを担いで下りたっきり登

ってこないヨ”と言う。以来、何度も登ったが二度

とチョーさんに会えなかった。その後、山荘は無人

小屋になり、暫く後に小屋番を継いだ草野氏とは今

も親しくお付合いしているが、氏もチョーさんの消

息をご存知な

いのだ。そん

な訳でチョー

さんは私の遠

いい思い出の

中だけに生き

ている。 

尾張 記 

 

                 ６月の末、東京 YMCA 山中湖センターでのキャンプの指導に行ってきました。  

このキャンプ場は 1923 年に青尐年のための組織教育キャンプ場として、小林弥太

郎さんにより YMCA に寄贈された場所です。山中湖キャンプ場は、現存する日本で一番古いキャンプ場である

とされています。山中湖湖畔の富士山を望む地でその場所から眺める富士山は最高であると言われています。  

また、このキャンプ場は障がいを持った方でも利用しやすいよう、施設全体はバリアフリーで作られており、

日本肢体不自由児協会主催の手足の不自由な子どもたちのキャンプや、障害を持った皆さんのキャンプ場として

も利用されています。光に『歩めよ、若き友よ。限りなき成長こそ 日々の祈りなれ』小林弥太郎さんが語った

言葉です。氏は、アメリカで見聞した組織教育キャンプを日本の子どもたちも体験した方が良いと言う壮大な思

いでキャンプ場を YMCA に寄付しました。 その思いは、約 100 年たった今でも生きています。  

YMCA はなぜキャンプをするのですか？良く聞かれます。それは、ある程度の期間があれば、YMCA のトレ

ーニングされたボランティアリーダーがグループワークという手法を利用し、どのような状況の子どもであれ、

自信を持ってキャンプを過ごすことが掛替えのない体験となります。また、友人関係も学ぶことができ、学校の

人間関係以外の新しい人間関係が作られます。東京 YMCA では、2 週間の男子中高生のキャンプを行っていま

す。そのキャンプ名は「野尻学荘」といいます。皆さんがご存知の「むかでワイズメンズクラブ」はその卒業生

や賛同者の皆さんによりチャーターされました。キャンプで人間観が形成され継続するモデルケースと言えます。  

最近は小学生高学年から高校生の年代のお子さんは塾などで忙しくキャンプの参加が減っています。本来は、

このレンジの子どもたちにご参加いただきたいと私たちは考えています。  

どうぞワイズの皆さんもキャンプ体験をされてはいかがですか？もちろん、お子様、お孫さんのご参加も大歓

迎します。お問い合わせは 東京 YMCA 各コミュヌイティーセンターへ！  

尐し宣伝が入りましたが簡単なキャンプの歴史を書いてみました。              

諏訪治邦 記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○例 会 日 第３水曜日 19:00～21:00 場所：まちだ中央公民館 6 階 町田市原町田 6-8 

○第 2 例会  第１土曜日 13:30～15:00  場所：まちだ中央公民館 6 階 町田市原町田 6-8 

 

東京町田スマイリングワイズメンズクラブ 

事務所：〒242-0007 神奈川県大和市中央林間  6-3-20-802 (太田勝人気付) 

          ☎ 046-278-5120 

 会費振込口座：城南信用金庫、玉川学園支店（支店番号：075 ） 

        普通預金 口座番号：155093 

        口座名義：トウキョウマチダスマイリングワイズメンズクラブ 

 

ＹＭＣＡ  ＮＥW

 

お互い知り合うシリーズ番外編  『遭難の思い出』 

これからの予定 

①7 月 17 日（水）7 月合同例会 まちだ中央公民館 学習室 2   19：00～ 

②8 月  3 日（土）第二例会 市民文学館ことばらんど 第一会議室 13：30～ 

③8 月  6 日（火）多摩みなみ主催合同例会 公民館ベルブ永山 18：30～ 

④9 月 7 日（土）第二例会 まちだ中央公民館 学習室 7 13：30～ 

 


