
２０１９年 

１０月号 (第 8 号) 

今月の聖句 

 

「明日のことまで思い悩むな。明

日のことは明日自らが思い悩む。

その日の苦労は、その日だけで十

分である。」 

  

  マタイによる福音書 ６章34節 

2019年 10月例会プログラム 

 

日時：2019年 10月 16日(水)19:00～21:00 

会場：まちだ中央公民館  6階 学習室 1 

司会  ・・・・・・・ ・・  ・ 太田勝人 

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 東京 YMCA副総主事 星野太郎氏 

『YMCAの目指している理念と会員への期待』 

ハッピーバースデー 

スマイリング献金 

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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【 １０月の巻頭言 】 

 為我井輝忠 

あっという間に 10月も半ば過ぎようとしている。

秋は実りの秋、食欲の秋、スポーツの秋、読書の秋等

と言われるが、これは時間をかけてじっくりと一つの

ことに取り組む時期だということを意味しているの

ではないだろうか。私にとっては「読書の秋」こそ最

大の楽しみである。最近は、どうも読書に当てる時間

がないような気がする。 先月の例会では、「日本の

教育界に望むこと」と題した太田勝人氏の講話があつ

た。ご家族のドイツとアメリカでの学校教育体験をも

とに、日本の教育に必要なものや望まれることなど比

較しながら示唆に富むお話しされた。  

  10月例会では、東京 YMCA副総主事の星野太郎氏を

お迎えして「YMCAの目指している理念と会員への期待」

というテーマで卓話をお願いしている。大いに興味あ

るテーマである。当会の今後の課題として会員の増強

があげられるが、地域性に根ざした活動を活発にする

ためにもぜひともお聞きしたい講話だと思っている。

秋の夜長じっくりとお聞きしたい。 

【 今月の強調テーマ 】 

≪10 月の強調テーマについて EMC/E, YES ≫ 

１．EMC＝Extension（クラブの拡張）,Membership

（会員増強）、＆ Conservation（会員の維持啓

発運動）の頭文字で、ワイズメン運動の拡大強化

を図る絶えざる課題として会員全員が努力を続

ける必要のある大事なテーマです。 

特に 3 年後の 2022 年にワイズメン設立 100 周年

を迎え、目下全クラブが会員増強に力を入れる

“Change 2022” 運動を展開中です。 

当クラブも、①会費を安くして入会のハードルを

低くするとともに、②会員全員で“ファンドづく

り”に取り組んで行動中であります。この前向き

≪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 



なエネルギーを持って、現在 11 名の会員を 15 名

以上にして「歌声サロン in グランハート悠々

園」と「歌声サロン in 野中ホール」などへの

奉仕活動をして、その結果会員仲間の交流と学び

を盛んにして参りたいと思っています。 

２．YES=Y’s Extension Support の頭文字で、新ク

ラブ設立の活動を支援するための地域（エリア）

レベルの基金です。各区から地域に拠出された献

金は、地域内の各クラブの設立支援資金及び地域

レベルの拡張のために用いられています。 

当クラブが 2019年 2月 24日にチャーターナイト

を迎えた時もこの「YES」基金から貴重な資金を

頂いてスタートしました。感謝します。 

                 （太田 記） 

≪ 9月の例会報告 ≫ 

9 月 18日（水）19：00～21：10 

まちだ町田中央公民館 美術工芸室 

8 月は多摩みなみクラブでの合同例会であった為、

スマイリングクラブとして開催するのは二ヶ月ぶ

りの本例会であった。会場は参加者が多いことを見

込んで 30名収容できる『美術工芸室』とした。 

＊会議資料 ①議事次第 ②ブリテン９月号 

＊議事進行 為我井会長の点鐘で開会し、尾張書記の

司会で議事が進められた。今回の例会の主題は今月

からスタートする卓話シリーズであり、初回は太田

勝人直前会長の海外赴任経験に基づくドイツとア

メリカの教育の特徴と日本の教育のあるべき姿に

ついての考察と望ましい将来像である。 

            記 

１．卓話『日本の教育に望むこと』 太田勝人 

 太田様がドイツのハンブルグとアメリアのロスア

ンゼルスにご家族同伴で赴任し、お嬢様が現地の学校

で教育を受けた貴重な体験を通じて日本のあるべき

教育の姿を語って頂いた。ドイツは日本と同じ敗戦国

ではあるが、ドイツ固有の優れた教育制度を守り抜い

た。その結果、適性に応じてよりギムナジュウム（上

級学校・・将来学者や政治家・企業家を目指す）に進

むか、職業専科の道に進んで将来マイスターを目指す

か・・早い時期に進路が分かれるが、両者は社会的に

同等である。アメリカの教育は夫々の子供が持ってい

る潜在能力を引き出すことに力点が置かれている。一

方、日本の教育は敗戦国にアメリカから押付けられた

教育制度であり、学力の平準化と落ちこぼれを作らな

いことに力点が置かれており、能力のある生徒の才能

を伸ばし切れない短所があり、これからは才能を伸ば

す教育への転換が望まれる。（以上は要旨） 

※会場から質問やご意見が多数寄せられて、暫くの間

質疑応答で盛り上がり、時間が足りない位であった。 

２．その他 

１）ハッピーバースデイについては予定者リストを

失念し次回に纏めて祝うことにさせて頂いた。 

２）その他報告など 

①ワイズ関係については 為我井会長から報告 

②YMCA 関係については諏訪主事から報告 

３．スマイリング献金 

【出席者】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、竹尾信吉、 

東京コスモス：松香光夫、権藤徳彦、谷治英秀 

ビジター：（東京）江口耕一郎、（多摩みなみ）伊藤幾

夫、石田孝次、迫川吉和、（たんぽぽ）服部節子、 

藤江喜美子、（東京世田谷）松井直樹、（八王子）小口

多津子 以上 17 名         （尾張 記） 

 

 

 
▶新クラブ例会に 6 クラブ・12 名ほどのビジターを迎

えての盛会は素晴らしい例会と嬉しく思いました。 

町田スマイリングクラブの新しい視野・誠実なチャレ

ンジが新鮮な魅力として惹きつけられました。  

▶初の例会卓話として、太田直前会長の現役時代の赴

任地での貴重な子育て体験もまた、ワイズが子弟ユー

スの海外体験を推進する原点、異なるひと 地域文

化・自然の中で生きてゆくに必要な自律と臆せず提言

できるコミュニケーション習慣の教育の大切さに結

び付くメッセージを拝聴できてすでに、地域に求めら

れているクラブとして立派に始動されていることを

頼もしく思いました。 

 

 

 

「日本の教育界に望むこと」という太田さんの卓話

に惹かれて出席しました。ご滞在されていましたド

イツの教育の取り組みを話されました、一番強調さ

れたのが、「何をおいても勝るものは、子供への土

台の出来た教育である」私は頷いてばかりいました。

クラブ例会のお弁当は他にはないユニークなもの

です。簡易包装された美味しいサンドイッチと果物

です。環境にやさしくごみを出さないという主旨。

今まで気が付かなかった新鮮なアイディアです。 

≪ 10月第二例会の報告 ≫ 

10月 2日（土）11：40～13：50 

まちだ中央公民館 談話スペース 

議事：10 月の本例会の議事内容と 10 月号ブリテンの

内容等について為我井、太田、尾張、松井の 4 氏によ

『町田スマイリングクラブ例会に出席して』 

         小口多津子（東京八王子） 

『 鮮度高い“クラブ力”』 

          権藤徳彦(町田コスモス) 



『10 月の卓話者星野太郎氏ご紹介』 

                   太田勝人 記 
千葉県南房総市の被災地に 

行って作業しました！  諏訪治邦 

第 1回歌声サロン inグランハート悠々園 

を開催しました 
 

 歌声サロン  in  野中ホール  

ワイズメンズ世田谷クラブ 9 月例会に出席して 

為我井輝忠 

り打合せを行った。 

１．クラブ会計について 

入出金について精査を行い清算を終了した。 

２．ブリテン 10 月号 

編集方針及び掲載記事について協議した。 

３．町田社協への申請について 

補助金申請の事務手続きを終了したので、補助金

が交付される見通しである。 

４．ファンドについて 

１）歌声サロン in グランハートと歌声サロン in 野

中ホールの開催に伴うファンドの取扱いについて

報告があった。 

２）椿油の販売計画について協議した。 

５．第二回歌声サロン in グランハートについて 

 １）山崎団地の自治会事務所を訪ねて挨拶がてら協

力を依頼した由を報告した。 

 ２）山崎団地新聞に 11 月の歌声サロン公演の PR

記事を掲載することになり、予算 3000 円を計上

することになった。 

 ３) 10月 5 日の歌声サロンの作業分担について協議

した。（尾張、諏訪、城田、松井は欠席） 

６、12 月 7 日クリスマス祝会（原町田教会） 

 コスモスクラブと協同で行う。会費 1 万円 

７．明年 1 月以降の卓話案 

 田中博之ワイズ及び朝倉正昭ワイズを予定。 

（尾張 記） 

 去る 9 月 20 日（金）、初めて世田谷クラブの例会 

に出席しました。小田急線経堂駅を降りて西口のにぎ

やかな商店街を抜けて 5・6 分歩くと、YMCA の看板

がある白い 3 階建ての建物が目に付きました。階段を

登り、3 階の会議室へ向かうと、すでにメンバーの皆

さんがそろっていました。 

 今回の例会では「ユースボランティア・リーダーズ

フォーラム」に参加された大学生のお二人の、小学生

に対する指導やリーダーとしての心構えなどを学ば

れたという報告を興味深く聞きました。ある会員の方

から、「これはあくまでも机上の学習で実践ではない、

今後の活動に行かされることを望む」というような意

見がありました。 

 会員の皆さんの手作りの食事をいただきながら、和

やかな雰囲気の中で楽しい時間を過ごし、大いに参考

になったと思います。感謝！ 

東京 YMCA 副総主事。 

 秋田県出身。 明治学院大学文学部を卒業し 1992

年東京 YMCA に入職。 

武蔵野ブランチの地域活動、青尐年プログラム担当

として YMCA での働きをスタート。 

江東センター、カナダ YMCA キャンプでボランテ

ィアスタッフ（1 年間休職）、国際奉仕センター、野外

教育センター、前橋 YMCA,社会体育・保育専門学校、

高尾わくわくビレッジなどを経て現在財務部を担当。

家族は 5 人（奥さんと子供 3 人）、国分寺在住。 

 

 

 

台風 19 号が関東地方に上陸する可能性が大きくな

りなったので、開催日を延期しました。 

 

9月７日（土） 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を開催しました。竹尾

信吉氏と木藪美歩氏が主演し、観客も楽しく参加でき

るプログラムが大好評で、会場が盛り上りました。今

回は初回なので、来場者を集める為、スマイリングク

ラブのメンバーが山崎団地でチラシを投函し、運営に

ついてはクラブ会員の他、多摩みなみクラブの石田孝

次様にもご協力頂きました。お蔭様で当日の来場者は

40名となり初回として大成功でした。 

第 2 回は 10 月 5 日に開催しましたが、内容は追っ

てご報告致します。第 3回は 11月 2日（土）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：10月 26日（土）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：10月 18日迄に 

竹尾 090-7639-0260又は尾張 090-2248-8609へ 

先日９月９～10 日にかけての台風 15 号は、予想

外の強度で千葉県を通過しました。町田あたりでは

風と雨が強烈！といった感じでしたが、翌日のニュ

東新部大会の日程が 11 月 3 日(日)になりました！ 



ＹＭＣＡ  ＮＥW

 

ースを見たら猛烈な風雨のため大変な事態になっ

ていたのは皆さんご存知の通りです。  

千葉の单房総に住む古くからの友人がタンクを

買ってガソリンと水とチェーンソーを用意してく

れということで、被災の 4日後に久里浜港からフェ

リーで金谷港経由で单房総市和田浦へ。途中倒木が

あり困っていた方がいたので、杉を 2本ほどチェー

ンソーで切って玉切りにして通行を確保。こんな状

態は見たことがないような有様で、登山道などは落

枝・倒木多数で入山できる状態ではありません。  

私の友人は漁師です。乗っていた船を停泊させて

いた場所にそのまま沈んでしまい数百万円の船外

機が台無しに！船も半分水で満たせれ今にも沈み

そうでした。もっていったガソリンでポンプが稼働

でき何とか水は排出できました。生簀の筏は、岸に

流され原型をとどめていません。中には伊勢海老が

いたはずですが・・・  

房総の单部は大変な状態が続いています。皆さん

もぜひ、房総半島のボランティアに！ 各地のボラ

ンティアセンターの HP 等でお調べください。無理

が無い支援を継続的にしていただくことと、行って

みて感じて手伝う事が大切だと思います。お互い様

だから困った人に寄りそう支援が必要ですね。 

 

いよいよ 10 月の初旪から、東京 YMCA では冬のスキーを中心としたキャンプ

の募集が 10 月 9 日より開始されます。  

YMCA ではおおよそ５０年前からスキーキャンプを通して子どもたちを育ててきました。  

出来なかった事が出来るようになることが基本的な目標ですが、その中でグループワークと言う手段を使って

子どもたちと共に指導者層であるボランティアのリーダーたちも成長して行きます。  

私も、大学生時代の４年間 YMCA のボランティアリーダーとしてキャンプや様々なプログラムに関わりまし

た。その中で学んだ最大の事は、子どもを教えるのではなく、子どもたちから教わることの大きさ重さでした。

子どもたちが私たちの先生であると言う事でした。  

キャンプの中では子どもたちは小グループを組み、トレーニングされた適切なリーダーのもと生活やプログラ

ムを進めます。昨今の環境の変化は雪を尐なくし冬と言う季節を感じるタイミングが遅くなってきました。その

事を子どもたちやリーダーに呼びかけ、環境に優しく接することが自分の人生にどうつながるのかを考える機会

ともなっています。冬のキャンプに、お子様やお孫さんにいかがですか？  

 YMCA では、現在で言うところの SDGｓを古くから実践しており、持続可能な開発目標をキャンプをはじ

めとする諸活動を通して具体化しています、YMCA の行っている諸活動の中心には人がいます。人は知識を得、

考えて行動することができます。その皆さん全員に知識があったとしたら大きな動きにつなげて行かることが可

能になります。ワイズメンズクラブも YMCA も、人をより良く変えたいという目標（ミッション）が明確であ

る必要があります。それは私たちの行っている活動にも同じ事が言えます。  

明日の事を全く思い悩まないのも問題とは思いますが、前向きにポジティブ思考で諸活動を進めたいものです。 

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 

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

②10 月 26 日(土）第 12 回歌声サロン in 野中ホール    15：30～ 

③11 月 2 日(土） 第３回グランハート悠々園歌声サロン  14：00～16：00 

④11 月 3 日(日） 東新部大会 銀座ライオン・銀座 7 丁目 5 階 13：00～ 

⑤11 月 20 日(木) 例 会  まちだ中央公民館学習室 2  19：00～ 

⑥12 月 1 日(日） 第二例会 まちだ中央公民館 ロビー  13：30～ 

⑦12 月 7 日(土） クリスマス祝会 原町田教会      16：00～ 

⑧12 月 14 日(土)  第４回グランハート悠々園歌声サロン  14：00～16：00 


