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１月号 (第 11 号) 

今月の聖句 

初めに言があった。言は神と共にあっ

た。言は神であった。この言は、初めに

神と共にあった。万物は言によって成

った。  

ヨハネによる福音書 第一章第一節 

2020年 1月例会プログラム 

日時：2020年 1月 15日(水)18:30～21:00 

会場：町田中央公民館    6階 学習室２ 

        司会   太田勝人  

 

１．開会点鐘     会長 為我井輝忠  

２．ワイズソングと信条  一同  

３．聖句朗読と祈祷       諏訪治邦  

４．ゲストとビジター紹介 会長 為我井輝忠  

５．会食  

６．卓話：「国際、アジア・太平洋地域と私たち」  

     アジア・太平洋地域会長（国際議員）

田中博之 様 

７．ハッピーバースデイ  

８．諸報告  

   ＊ワイズ関係  

   ＊ＹＭＣＡ関係  

９．スマイリング献金  

１０．閉会点鐘      会長 為我井輝忠                
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【 １月の巻頭言 】 

為我井輝忠 

新年おめでとうございます。2020年の幕開けです。

我がスマイリングクラブは昨年 2月に産声を上げた 

ばかりですが、早や 1 周年を迎えようとしています。

遅々な歩みながらここまで来られたのも、会員各位 

の皆さんのみならず近隣の Y 's Men 's  Clubの援助 

協力とお支えのたまものと感謝しております。この 1 

年間様々な企画に取り組んできましたが、それらはす 

べて地域に根ざすためのものであり、今年 1年もさら 

に努力を重ねていきたと思う所存です。 

１月例会は新年のスタートにふさわしい企画とし

て、アジア・太平洋地域会長の田中博之ワイズをお招

きして、「アジア・太平洋地域と私たち」と題した卓

話をお願いしました。広い視野に立って、日本のみな

らず世界を見据えたお話を伺えると期待します。 

私たちも地域のことでなく、地球規模で物事を見て

いきたいです。“Think Globally ,Act Locally.” 

【 今月の強調テーマ 】 

１月の強調テーマ：ＩＢＣ／ＤＢＣ 

ＩＢＣとは、International Brother Clubs で“国

際兄弟クラブ”のことです。 

クラブが外国のクラブと兄弟クラブ締結を行い、永

続的な交流を続けること。また、その相手クラブのこ

とを指す。 新たにＩＢＣ関係を結ぼうとするクラブ

同士は十分な事前準備を行い、ＩＢＣ締結式を開き、

締結書を交わします。 

ロースターを見ますとどのクラブが外国のどのク

ラブとＩＢＣ関係にあるかが分かります。 

当クラブも色々と経験を積んで、いつかＩＢＣ関係

が結ばれるよう心にきざみたいと思います。 

ＤＢＣとは、Domestic Brother Clubs で“国内の

兄弟クラブ”のことです。ＩＢＣにならった国内間の

≪主 題≫ 

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・太平洋地域会長 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」  

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 



兄弟クラブの制度で、日本、台湾のワイズ独自のもの。 

東日本区、西日本区の発足により（２３年前の１９

９７年）、東西クラブの締結が促進されています。 

当クラブとしても、いつか“音楽の楽しさ”を通し

てＤＢＣを考えたらどうどうでしょうか。 

                  （太田 記） 

≪ 12月の例会報告 ≫ 

12月 18日（水）19：00～21：10 

＊会場  まちだ市民ホール 第一会議室 

＊会議資料 ①議事次第 ②ブリテン１2 月号 

＊議事進行 

為我井会長の点鐘で開会し、木藪美歩さんのピアノ

伴奏でワイズソングを合唱して厳かな雰囲気でクリ

スマス例会を盛上げました。今回は 2019 年最後の例

会であり、クリスマス目前でもあり、何よりも竹野裕

之さんの入会式と言う慶事があるので、太田直前会長

の提案で趣向を凝らしました。音楽を入れて賑やかに

開催することになり、各自持ち寄った贈り物でオーク

ションを行い、楽しい会になりました。 

１．会食 （19：15～20：00） 

 会食に先立ち諏訪治邦主事により今月の聖句「マタ

イによる福音 １章 23 節」を唱えられました。テーブ

ルには豪華な食事を並べての会食が楽しく盛り上が

り、いかにもクリスマスらしい風情になりました。 

２．入会式（20：05～20：20） 

 仕事の関係で到着が遅くなった竹野裕之さんを迎

えて入会式が挙行されました。東新部の小川圭一部長

によりワイズメンズクラブ国際協会 の入会式儀礼に

則って式文が読み上げられ、バッチが装着されて竹野

裕之さんがワイズメンズクラブの会員になりました。 

 その後、木

藪美歩さん

の歌唱によ

る「アベマリ

ア」、小川圭

一様の「友達

はいいもの

だ」、新宿の

歌声喫茶出

身・白川伸和

氏ご自身の作詞作曲による名曲「花になりたい」をご

披露して会場から拍手を浴びました。 

３．オークション（20：35～21：00） 

 皆様が持ち寄ったプレゼントの品で楽しく和やか

にオークション会を催行しました。 

４．その他の議事 

１）ハッピーバースデイ 

 12 月は諏訪治邦さん、竹尾信吉さん、石田孝次さん

（多摩みなみ）がお誕生日を迎えられました。 

２）YMCA 関係 

 毎月１日（１月は６日）に朝 7 時から東京 YMCA

（高田馬場）で「早天祈祷会」が開催されています。 

 朝早くて大変ですが、是非体験して下さい。（諏訪） 

３）本日の献金 

4,170円です。どうも有難うございました。 

５．閉会の歌 

 最後に、出席者全員で「樅ノ木」と「きよしこの夜」 

を合唱して閉会しました。 

６．事後報告 

 閉会後に紛失事故が２件発生しました。当クラブの

会員がスマホと手帖を紛失したのです。幸い後日発見

者から連絡があり、無事手元に戻りました。皆様にも

ご協力をお願いするなど、大変ご心配をお掛けしまし

たが、ご協力頂き誠に有難うございました。 

好事魔多し、申します。慶事などの折には事故が起

こり易いと言う戒めを実感した次第です。 

【出席者】メンバー：太田勝人、為我井輝忠、尾張日

出夫、木藪美歩、城田教寛、諏訪治邦、竹尾信吉、

竹野裕之、松井優希、応援スタッフ：白川伸和 

東京コスモス：権藤徳彦、富樫紀代美 

ビジター：(東京世田谷)小川圭一、村野繁、大原武夫 

 (多摩みなみ) 伊藤幾夫、石田孝次 (厚木) 小松仲史 

（八王子)小口多津子（東京）江口耕一郎、佐藤茂美 

以上 21 名              （尾張 記） 

≪ 12月の第二例会報告 ≫ 

12 月 23 日（金）13：15～14：10 

＊会場 町田市民フォーラム第一学習室 B 

＊会議資料 ①第二例会打合せ資料（太田作） 

１．会計の清算 

 経費等につき、担当の松井氏に処理を依頼しました。 

２．1 月例会の準備事項にについて協議しました。 

３．会計担当について 

松井さんが大学院に進学することになり、3 月以は 

当クラブの活動に携わることができなくなるので、会

計担当をどなたに担当頂くか検討中です。 

４．今後の卓話の予定について 

2 月 朝倉正昭様、4 月は池田万梨子様に依頼する 

よう計画中です。 

５．創設一周年記念行事について 

 3月 15日(日)に町田市民ホール第４会議室で開催す 

よう準備を進めています。具体的な企画内容は 1 月初 



第 14回 歌声サロン  in  野中ホール  

 

町田スマイリングクラブに新たな会員を迎えて 

原町田教会で ク リ ス マ ス 祝会 開催 

旬に協議し、煮詰めて PR を展開したい。会場は最大 

90 名を収容できるが、目標は 60 名です。音楽を入れ 

て参加者に楽しんで頂けるよう企画します。 

６．今後の行事について 

（１）1 月 11 日在京ワイズメンズ合同新年会があり、

太田、為我井、諏訪氏が参加の予定です。 

（２）2 月 1 日東日本区 EMC セミナー 

（３）2 月 15 日東新部フレッシュワイズセミナー 

 上記の行事にはできるだけ参加頂きたい。 

７．その他 

 当クラブのファンド商品である椿油・ネイルについ 

ては３回目の発注を行ったところです。 

【出席者】太田勝人、為我井輝忠、尾張日出夫、 

松井優希         （尾張 記） 

 

 

 

 去る 12 月 18 日（水）、クリスマス例会と共に新た

に加わった竹野裕之氏の入会式が行われました。東新

部の小川圭一部長を始め近隣各クラブの多くの方々

の出席を得て、皆様から祝福をいただきました。新た

な出発となったことと思います。近年、各地のワイズ

メンズクラブの高齢化と会員減少化が大きな問題と

なっていますが、そのような中で当クラブの事例は大

きな成果と言ってもよいでしょう。 

 竹野氏は 40 代のサラリーマンで、東京都心で働い

ていて、何かと月一度の例会に出るのも時間的に大変

な状況と想像しますが、持てる力を大いに発揮してい

ただけるものと期待しています。私たちも協力し、会

を更に盛り上げていきましょう。 （為我井輝忠 記） 

 

   

  

12 月 14 日(土) 町田 YMCA 主催、ワイズメンズ国

際協会と東京町田コスモスクラブ・東京町田スマイリ

ングクラブ共催によりクリスマス祝会を開催しまし

た。原町田教会聖歌隊の歌手とピアニスト、スマイ

リングクラブの歌手達により教会中に拡がる音楽

に満たされた祝会になりました。出演された方々の

素晴らしい歌声と演奏は勿論ですが、会場の設営や

食事の準備、受付や会計などの裏で働くスタッフ役

を両クラブの会員が担当しました。 

 

昨年の 12 月 21 日(土) 15 時 30 分から町田市成瀬

台の野中ホールで第 14 回歌声サロンを開催しまし

た。クリスマスソングの数々、懐かしの唱歌や忘れ

得ぬ名曲の数々を聞き、一緒に歌いました。18時か

らクリスマス会となり、19時過ぎに解散しました。 

次回(第 15回)公演のご案内★ 

日時：２月９日(日) 15時 30分～17時 30分 

会場：野中ホール 町田市成瀬台 1丁目 2-27  

交通：バス停・成瀬台入口より徒歩 1分 

入場：限定 20名 会費：ケーキ付 1000円 

 申込&連絡先：2月 2日迄に 

竹尾 090-7639-0260 又は尾張 090-2248-8609 

 

 

 

 

2020年松の内の１月5日にグランハート悠々園で第

5回歌声サロンを開催しました。年明け早々なので集

客がどうなるか危惧しましたが、地元・山崎団地の

方々やワイズの皆様のご参加で賑やかな公演になり

ました。PR のためチラシの配布と４ヶ月続けてやま

ざきだんち新聞に PR 記事を掲載しました。出演者は

町田スマイリングクラブ会員でバリトンの竹尾信吉

さんとソプラノの木藪美歩さん、新宿の歌声喫茶出身

の白川伸和さん等の多彩なキャストが出演し、お客様

の喝采を浴びました。（次回のご案内は次ページ）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ＹＭＣＡ  ＮＥWS 

★次回第６回以降の公演のご案内です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 年が始まりました。昨年の NHK ドラマでご覧になった方もおられ

ると思いますが、 前々回 前回の東京オリンピックでは東京 YMCA が、

選手や観客 のサポート役として大きな役割を果たしました。  

例えば、神田にあった YMCA の室内プールで、競泳の選手が練習した事が有名です。YMCA の中でオリンピ

ックは大きな飛躍のきっかけだったと聞いています。  

さて、2 月になると YMCA ではピンクシャツデーを開催します。昨年は横浜の百貨店が協力してくださり店

頭がピンク色になりました。このピンクシャツデーは、アメリカでいじめを反対する意思を示そうと一人の学生

が始めたのが発端です。 いじめに反対する意思の表明として、みんなでピンク色の何かを身に着けて生活する

こと、周りの人にもそれをお伝えいただくことが重要になります。  

この運動では日本 YMCA 同盟が主体になって行われます。皆さんも 2020 年 2 月 26 日（水曜日）はピンク色

の何かを身に着けてこの運動に、是非ご協力お願いします。                       (諏訪治邦 記) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これからの予定 

① 1 月 15 日(水) 例 会 まちだ中央公民館・学習室２  19：00～ 

  今月の卓話「「国際、アジア太平洋地域と私たち」田中博之 様 

② 1 月 31 日(金) 第二例会 ことばらんど第１・第２会議室 13：00～ 

③ 2 月  1 日(土) 東日本区 EMCセミナー 

④ 2 月 15 日(土) 東新部フレッシュワイズセミナー 

⑤ 2 月 19 日(水)  例 会 まちだ中央公民館・美術工芸  19：00～ 

⑥ 2 月 28 日(金) 第二例会 まちだ中央公民館・学習室 6  13：00～ 

⑦ 3 月 15 日(日）町田スマイリングクラブ創立 1 周年記念祝会 

          町田市民ホール 第四会議室 18：30～ 

○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 

 


