
２０１９年 

９月号 (第 7 号) 

今月の聖句 

愛する者たち、互いに愛し合い

ましょう。愛は神から出るもので、愛

する者は皆 神から生まれ、神を知

っているからです。 

 愛することのない者は神を知りま

せん。神は愛だからです。 

ヨハネの手紙 Ⅰ ４章７節 

2019年 9月例プログラム 

 

日時：2019年 9月 18日(水)19:00～21:00 

会場：まちだ中央公民館 6階 美術工芸室 

司会  ・・・・・・・ ・・ ・ 尾張日出夫 

開会点鐘           会長 為我井 輝忠 

ワイズソングと信条       一 同 

ゲストとビジター紹介  会長 為我井 輝忠 

聖句朗読・感謝の祈り      諏訪 治邦 

会 食 

卓 話 『日本の教育界に望むこと』 

                太田勝人 

ハッピーバースデー 

諸報告 

 ①ワイズ関係            為我井会長 

 ②YMCA 関係           諏訪 治邦 

スマイリング献金 

閉会点鐘                為我井会長 
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【 ９月の巻頭言 】 

為我井輝忠 

ワイズメンズクラブは活動方針の一つとして、

「YMCAをサポートする」とあります。私は８月中旬か

ら９月初旬まで中国へ出かけておりました。山西省と

上海を訪ねました。上海では図らずも YMCAホテルに

宿泊しましたが、ここは戦前に建てられて上海の YMCA

活動の拠点として用いられてきたところです。現在は

YMCAとは直接関係はありませんが、しかし、文献や記

録等を見ると昔は中国人青年達のキリスト教活動の

場として大いに用いられたようです。 

 山西省では省都太原を中心に北部を回り、各地のキ

リスト教会を調査してきました。現在の社会主義下の

中国ではキリスト教はかなり制限を受けていますが、

しかし、多くの教会では礼拝時に数多くの人々の姿を

見かけます。今回私が訪ねたのは地方の古い教会でし

たので、都会の教会とは異なり、あまり人の姿も見ら

れず、また朽ちかけたような教会も多く、建築的な観

点から惜しまれるところが多かったです。 

 私は海外の教会との関係に大変興味がありますが、

これからは日本から海外に出掛けると共に私たちも

海外から来られる方々との交流を深めることが必要

だと思います。その意味でも世界の YMCAとの交流と

YMCAへのサポートをこれからも心掛けていきたいも

のです。 

 

 

【 今月の強調テーマ 】 

≪9 月の強調テーマについて 「ユース」≫ 

ワイズメンクラブは活動方針の一つとして、

「YMCA をサポート」致します。 

その YMCA は次世代を担う若人・青年の育成をキャ

≪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 



ンプや色々なプログラムを通して、経験を積み、全人

教育を行っています。 

東日本区では、YMCA が山中湖キャンプを保有してい

て“YVLF=ユースボランテイア・リーダーフォーラム）

というプログラムを実施しております。 

私共のクラブからもその開催費用の一部として献金

いたしております。 

更に、国際大会や地域大会の開催時に“ユースコンボ

ケーション”と称して世界中から代表の若人・青年が

派遣され、経済格差とか地球温暖化の問題とか熱心に

議論し、発表しあってお互いに学びあう機会を設けて

おります。 

私自身も山中湖でのキャンプや台湾 台北での大会

に参加して、青年の会合にオブザーバーとして出席し

たことがあります。ワイズは素晴らしいことを行って

います。              （太田 記） 

 

≪ 8月の例会報告 ≫ 

8 月 6日（火）18：30～21：10 

永山公民館・ベルブ永山で合同例会開催。 

（クラブ（多摩みなみクラブ、町田コスモスクラブ、

町田スマイリングクラブ）の合同例会が多摩市永山

公民館・ベルブ永山で開催されました。当クラブの

８月例会は開催せず、この合同例会に参加しました。

初めての試みにしては成功したと言えるでしょう。

参加者は 30名ほどいたのではないでしょうか ( ス

マイリングクラブからは為我井・太田・尾張・諏訪・

城田の５人の参加 ) 。 

今回の主題は多摩みなみクラブが育ててきた野菜

と食品ロスに取り組んでいる地元のボランティア

グループの協力を得て、素晴らしい食事を体験する

ことでした。それは大いに成功したと思います。ま

た、日ごろあまり交流のない方々との交流も得難い

ものがありました。また出来ればやりましょうとの

話も出ています。        （為我井 記） 

 

≪ 8月第二例会のご報告≫ 

8 月 3日（土）13：50～15：10 

町田ことばらんど で開催。 

議事：8 月の本例会は合同例会になるので、為我井、

太田、尾張の三氏により 8 月以降の運営について打合

せを行った。（松井さんは欠席） 

１．例会の都度、万国旗・鐘などを運搬して頂いてい

るコスモスクラブの権藤様や保管して頂いている松

香様の御礼方法等について協議した。 

２．8 月中の行事について 

１）8 月 6 日の合同例会については多摩みなみクラ 

ブのユニークな活動（地産の食材の利用や食材に無

駄を出さぬ活用方法など）に学ぶべきことが多々あ

るので、できるだけ多くの会員に参加頂きたい。 

２）8 月 16 日に町田シテイオペラ協会主催のコンサ

ートがあり、できる限りの協力をしたい。 

３）8 月 24 日に東京 YMCA 夏祭りが開催されるの

で、その運営方法について実見する良い機会なので、

できるだけ参加されたい。 

４）9 月 7 日グランハート悠々園歌声サロン（山崎団 

地）第 1 回スタート。スマイリングクラブの後援な

のでクラブを挙げてのご支援をお願いしたい。 

５）10 月 12 日東新部部大会開催。申込みの締切は 9

月 20 日なので奮ってご参加頂きたい。 

３．今後のファンドの展開について 

１）大島椿については当初用意した分量を完売した

ので追加分を発注する。 

２）狭山茶についても取り扱って行きたい。 

４．その他 

 当クラブの会員数は 11 名であるが、実動の人数が

増えるよう働きかけて行きたい。  （尾張  記） 

 

≪ 9月例会から卓話をスタート≫ 

１．本年 2 月に”チャーターナイト“を迎えて仲間と

なった私共は、①まずお互いを知ろう、というシリー

ズで会員夫々から原稿を頂き、ブリテンに掲載して参

りました。 

②「縁」あって入会し、町田の地域に溶け込み、かつ

奉仕活動（＝CS 活動）を通して各自が持っている能

力を発揮していきたいと願っています。 

２．具体的には、9 月 7 日第 1 回目の「歌声サロン in 

グランハート悠々園」をスタートします。8 月には暑

い中、玉川学園夏祭りにも参加しました。 

 

３．同時に 9 月 18 日（水）に開催する第 1 例会から

「卓話」を開始致します。 

その人の人生の中で学んだこと、貴重な経験、少し深

く掘り下げて極めたことなど会員の皆さんにとって

有意義なことを語ってもらい、質疑応答をしてお互い

に学びあう ことを目的としています。 



トップバッターとして、僭越ですが私が「日本の教育

に望むこと」と題して、ドイツ、アメリカでの経験を

踏まえて、お話しさせていただきます。以降 10 月、

11 月まで企画し、12 月は卓話なしで「クリスマス祝

会とオークション」を考えています。 

どうか現役でお仕事中の方も「第 1例会には行くぞ！」

とマークしてください。        

 （太田 記） 

 

≪グランハート悠々園・歌声サロン≫ 

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)でみ

んなの歌声サロンの開催が実現の運びとなりました。  

開催にあたっては運営方法について竹尾信吉氏と

木藪美歩氏が知恵を絞り、悠々園と協議を重ねて参り

ました。運営について、悠々園からは人手のご支援が

得られませんので、当日はスマイリングクラブ会員が

スタッフとなって働きます。初めての試みなので、ど

れだけ多くの皆様にお集まり頂けるか心配ですが、そ

の結果は次号でご報告致します。お二人は素晴らしい

歌唱力・抜群のエンターテイナーですから会を重ねる

毎に人が人を呼んで下さるものと思います。 

今後は定期的な開催を予定していますので皆様も

是非お越し下さい。 

第 1回開催日時：9月７日（土） 14：00～15：30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 歌声サロン イン 野中ホール  】 

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：9月 22日（日）15時～17時 30分 

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：9月 18 日迄に竹尾 090-7639-0260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『新しい時代の流れと 

YMCA の果たす役割について』 

私は町田スマイリングクラブに所属する石井

邦典です。日頃は障がいがある子どもたちの学童

保育「放課後等デイサービス事業所 レ・マーニ」

で副施設長を務めています。 

現在の世の中は、お節介が良い意味でも悪い意

味でも薄れていっています。このような時代の中、

子ども達はたった一人も信用できる大人を持て
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ないまま大人になるケースも増えており、そのよ

うな子どもを一人でも減らすべく日夜子どもと

ふれあっています。 

そんな良いお節介がこの町田スマイリングク 

ラブでも広がればと思い、参加させていただい

ております。 

 

９月になると収穫に感謝をするお祭りが開催されます。町田では天満宮のお祭り

が盛大に行われますね。 

私の勤務している江東区では多くの神社仏閣で９月１０月はお祭りが目白押しです。 

変わってアメリカだと、サンクスギビングが大きな国民的な祭として知られています。それは１１月にあります。 

他にも９月にはレーバーディ・１０月にはコロンバスディがあります。特に、コロンバスディは、コロンバスが

アメリカ大陸に上陸した日を記念するものです。歴史が浅い分このような日を記念日にして祝日にしています。 

東京 YMCA でも東陽町センターで８月の末にお祭りが行われました。ワイズの皆さんにも多数ご協力いただき

盛会のうちに終了することができました。 

私の働いている江東区のグランチャ東雲でも１０月１９日に、お祭りが行われます。そこでは、東京ベイサイド

クラブの皆さんにもご協力をお願いしています。 

 

９月 14 日には、新宿駅前周辺で YMCA の国際協力街頭募金が行われます。最近は自然災害が多くワイズの皆

さんにおいても募金のお願いが増えていて、今回は何の募金でしたっけ？と聞かれることもあります。今までみ

なさんにご協力いただいた募金は、各被災地で子どもたちの支援を中心に使用されています。 

９月２３日には、第３３回チャリティーランが、都立木場公園を会場に行われます。 

このようにさまざまなイベントがありますが、YMCA という団体は、皆さんと共にイベントのみを行っている

わけではありません。 

 

関わっていただいた皆さんには、ご自身の居場所や、ご自身の新たな才能が「見つかる」こと、そしてご自身

の知らなかった世界の方と「つながる」こと、そしてそれを通じてより良い方向へと変わる「良くなる」事を目

指す団体です。以前から全人教育という言葉で言われていた表現が変わっただけです。 

 

東京 YMCA はその実現のため会員という制度で営まれています。会員はどなたでもなることができます。強

制ではありませんが、今は青少年だけでなくシニアの居場所を提供したり、様々な年齢層を育てます。YMCA

はワイズの登録に合わせて、東京 YMCA を支えていただく会員になっていただくようお勧めしています。 

 

スマイリングクラブの皆さんには、YMCA という存在は、経堂に地域センターがあります。どうぞ、そこで

大学生ボランティアリーダーが生き生きと活動している姿をぜひ一度ご覧いただきたいと思っています。 

東京オリンピックの開催までおおよそ 1 年となりました。                 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 

 

これからの予定 

①9 月 7 日（土）グランハート悠々園歌声サロン  14：00～15：00 

②9 月 8 日（日）第二例会 文学館ことばらんど   学習室 2 13：30～ 

③9 月 18 日（水）例 会 まちだ中央公民館     美術工芸室 19：00～ 

④10 月 6 日（日）第二例会 まちだ中央公民館   学習室 5 13：30～ 

⑤10 月 12 日(土）東新部大会 ライオン銀座 7 丁目・5 階   13：00～ 

⑥10 月 16 日(水）例 会  まちだ中央公民館   学習室 1 19：00～ 

 


