
２０２０年 

２月号 (第 11 号) 

今月の聖句 

見よ、わたしは戸口に立って、たたい

ている。だれかわたしの声を聞いて戸

を開ける者があれば、わたしは中に

入ってその者と共に食事をし、彼もま

た、わたしと共に食事をするであろう。  

ヨハネの黙示録 3 章 20 節 

2020年 2月例会プログラム 

 

日時：2020年 2月 19日(水)19:00～21:00 

会場：町田中央公民館    6階 美術工芸室 

         司会  大田勝人 

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：「コンビニエンスストアの発展」  

            東京世田谷クラブ 

                朝倉正昭様 

７．ハッピーバースデイ (2月は該当者なし) 

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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【 ２月の巻頭言 】 

為我井輝忠 

季節の移ろいを身近に感じる今日この頃です。寒い

寒いと思っていた冬もいつの間に日差しが長くなり、

ふと外を見ると梅の木に赤い濃い色の花が咲いてい

るのに気が付きました。本格的な春の訪れが待ち遠し

いです。しかし、このまま直に春になるとは思えませ

ん。コロナウィルスの猛威が大変気がかりです。 

町田スマイリングクラブは昨年 2 月 24 日に国際認

証を得て、その歩みを出発しました。それから 1 年が

経ちましたが、その歩みはどうであったでしょうか。

遅々とした歩みであったと思いますが、これからも皆

さんに見守って頂きたいです。3 月 15 日には設立 1

周年記念祝会を予定していますので、大いに期待して

ください。 

2 月の例会では朝倉正昭氏に卓話を頂きます。アメ

リカが本家の大手コンビニエンス・ストアのセブンイ

レブンが日本に導入され、大きな成長を遂げました。

ところが、アメリカの本家が経営不振に陥り、その立

て直しに尽力されたのが朝倉氏です。今やアメリカの

みならずアジアの国々で広く浸透した同社の、その苦

労話や成功の秘訣等を聞くことが出来れば幸いです。 

最後に、2 月は TOF（Time of Fast / 断食の時）の

強調月間で、クラブ例会やその他の例会での食事を抜

いたり、簡素にして、その分を国際協会（本部：ジュ

ネーブ）に寄付し、発展途上国の地域支援プロジェク

トに用いられるよう努めるという月間です。 

【 今月の強調テーマ 】 

2 月の強調テーマ： T O F 

Time of Fast（断食の時）の略で、クラブ例会にて、

食事を抜き、または質素にして、その分金額相当分を

（一人当たり 1,300 円を目標）国際協会（本部：スイ

≪モットー≫ 

『 強い義務感を持とう  義務は全ての権利に伴う 』 

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 



スのジュネーブ）に献金します。集めた献金は、世界

中のＹＭＣＡから募集して国際協会が選定します。 

発展途上国を主たる対象とする地域支援プロジェ

クトに用いられます。具体的には、手に職を持てるよ

う、ミシンを送って裁縫技術を習得してもらったり、

パソコンを送って訓練し、職に就けるよう支援してい

ます。 

東日本区では、2 月を強調月間とし、クラブ例会だ

けでなく、区、や部への会合でも食事を抜いたり、質

素にしてその分献金するよう努めています。 

当クラブでは、この趣旨を踏まえて献金し、対応し

ていますことをお伝え致します。 

                  （太田 記） 

≪ 1月の例会報告 ≫ 

1 月 15日（水）19：00～21：10 

＊会場 町田中央公民館 会議室２ 

＊会議資料 ①議事次第 ②ブリテン１月号 

＊議事進行 

為我井会長の発声で令和二年新春の例会が始まり

ました。議事進行上の都合により、最初に会食を行い、

その後でアジア太平洋地域会長の田中博之様の卓話

を講演して頂くことになりました。 

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「ヨ

ハネによる福音書 第１章 第 1 節」が唱えられ、食前

の祈りを捧げました。 

２．卓話（20：05～20：20） 

 本日の卓話のテーマは『国際協会、アジア太平洋地

区と私たち』です。現在、アジア太平洋地域会長を務

めておられる田中博之様からアジア太平洋地域にお

けるワイズメンズクラブ活動の現況について詳しく

解説して頂きました。様々な切り口でデータ化した最

新の資料をプロジェクターで映写して判り易いお話

でした。 

但し、時々

指名され 

質問の矢が

飛んでくる

ので油断で 

きませんで 

した。 

アジア太平

洋地域のワ

イズの現況

を概括し、判り易くお話し頂いたので、自分の無知を

悟らされました。またの機会により詳しいお話しをし

て頂きたいと思いました。 

３．本日の議事（20：35～21：00） 

１）ハッピーバースデイ 

 1 月は太田勝人さん、松井優希さん、筆者尾張日

出夫が誕生日を迎え、皆様から Happy Birthday to 

You の歌で祝福して頂きました。 

２）Y’s 関係 

 ①2 月 15 日フレッシュワイズセミナー 

当クラブでは現在 5 名が参加する予定ですが、希 

望される方は是非ご参加下さい。 

②3 月 15 日に歌声サロン in 町田を開催 

  スマイリングクラブの一周年を記念して、3 月例 

会は歌声サロンを兼ねて開催します。 

  町田市民ホールの大きな会議室で盛大に開催し 

ます。ヨーデル歌手を招きアルペンホルンの演奏等 

のアトラクションを楽しんで頂きます。 

３）YMCA 関係 

 ①2 月 26 日はピンクシャツデーと言って、イジ 

メに反対する運動です。2 月の例会にはピンクの何 

かを身に付けて参加しましょう。 

 ②2 月 6 日 YMCA 創立 YMCA140 年記念日です。 

４）歌声サロンについて（竹尾氏より） 

 ①2 月 2 日歌声サロン in グランハート悠々園 

 ②2 月 9 日声サロン in 野中ホール 

③3 月 15 日歌声サロン in 町田について 

一般の人も参加頂けるよう企画しています。 

皆様からも声掛けをお願いします。 

５）三味線と長唄の演唱会（城田氏より） 

3 月 8 日お江戸日本橋亭でライブがあります。 

４．本日の献金 

5,070 円です。どうも有難うございました。 

【出席者】メンバー：太田勝人、為我井輝忠、尾張日

出夫、竹野美歩、城田教寛、諏訪治邦、竹尾信吉、

松井優希、東京コスモス：松香光夫 

 ビジター：卓話講師 田中博之アジア太平洋地域会

長 、（東京）江口耕一郎、佐藤茂美 

以上 12 名              （尾張 記） 

 

≪ 1月の第二例会報告 ≫ 

1 月 31 日（金）13：15～14：10 

＊会場 市民文学館ことばらんど第４・５会議室 

＊会議資料 ①第二例会打合せ資料（太田作） 

１．松井優希さんの今後について 

 3 月を以って会計担当の松井優希さんが大学院に進 

学されるので、このまま退会してお別れするのでは無 

く、在学中は休会し、その後のことは、その時に委ね 

て将来に可能性を残したい。 



第 16回 歌声サロン in 野中ホール のご案内 

 

2 月の卓話者：朝倉正昭様の自己紹介 

２．会計担当について 

松井さんが大学院に進学することにより、3 月以 

降の会計担当を何方に依頼するか検討中です。 

３．２月例会の準備事項にについて協議しました。 

４．今後の卓話の予定について 

2 月 朝倉正昭様、4 月は池田麻梨子様に依頼する 

よう計画中です。 

５．「歌声サロン in 町田」の準備について 

 3 月 15 日(日) 開催に向けて作業を分担し、全力を 

挙げて準備を進めます。 

１）チラシ 2500 部を作成・配布し PR する。 

２） 対象はワイズのみならず一般の方にも PR する。 

３）プログラムは竹尾、竹野美歩、為我井他で担当。 

４）参加者が多いので会計は松井、尾張が担当する。 

５）食事は「市民ホールレストラン」のケータリン

グとする。当該人数は太田が確認する。 

６．２月２８日第２例会（役員会） 

 13 時～、まちだ中央公民館・6 階学習室 6 で開催 

 ★東新部小川圭一部長が公式訪問される予定。 

７．東新部部長について 

 2021年 7月～松香光夫氏が部部長に就任されます。 

８．希望のたこ揚げ（伊藤幾夫氏主催） 

 日時 3 月 15 日 14：00～15：30 

会場 玉川学園・子供の広場 

【出席者】太田勝人、為我井輝忠、尾張日出夫、 

（尾張 記） 

 

２ 

 

 1942 年 10 月 30 日生まれの 77 歳です。 

1964 年立教大学経済学部卒。ブラウンエレクトリ

ックジャパン入社、その後、セブンイレブンジャパン

(SEJ)に転職、営業、商品部バイヤーを経て、1991 年

SEJ がサウスランド社(SLC)より、ハワイ州の 58 店

舗を買収に際し、総責任者として赴任。 

5 年 5 ヶ月後、SLC に、インターナショナルリエ

ゾンとして赴任。2009 年まで、営業、商品、国際部

の責任者を歴任、最高営業責任者(COO)を以って、

SLC を退社、SEJ に帰任、2010 年に定年退職し現在

に至ります。 

 

 

 

 町田スマイリングクラブが誕生してから２月で１

周年を迎えますので、３月例会を兼ねて町田市民ホー

ルで設立 1 周年記念祝会『歌声サロン in 町田』を開

催致します。  

 スマイリングクラブ会員の歌手トリオの歌唱や、の

ど自慢の皆様の歌や演奏の他にアトラクションとし

てヨーデル歌手の小山義和さんをお招きして、ヨーデ

ルやアルペンホルンの演奏などアルペンムード溢れ

る山の音楽を楽しんで頂く趣向です。ワイズ関係者だ

けでなく音楽好きの一般の皆様もご参加頂きたく、お

誘い合せの上是非お越し下さい。 

 日時：3 月 15 日(日) 18：30～20：30 

 会場：町田市民ホール １階 第４会議室 

  ●小田急町田駅西口から徒歩 7 分 

   ● JR横浜線町田駅中央改札から徒歩 10 分 

 申込先：090-2134-2136 太田 

090-2248-8609 尾張 

日時：3月 22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 

 申込とお問い合せは 3月 20日迄に 

竹尾 090-7639-0260 又は尾張 090-2248-8609 

★なお、第 15回 2月の歌声サロンは 2月 9日の 

開催ですが、このブリテン発行のタイミングに 

間に合いませんでしたので、次号で結果のご報 

告をさせて頂きます。 

 

歌声サロン in 町田 開催のお知らせ 



ＹＭＣＡ  ＮＥWS 

 

 

 

2月 2日にグランハート悠々園で第 6回歌声サロン

を開催しました。今回はお客様大変多く盛況でした。

PR のためのチラシの配布や 4ヶ月続けて“やまざき

だんち新聞”に記事を載せた効果が出てきたようです

が、何よりも固定客が増えてきたことに価値がありま

す。出演者の竹尾信吉さんと竹野美歩さん、白川伸和

さんトリオの素晴らしい歌唱力と楽しい演出で会場

は笑いと喝采に包まれました。 

 

第 7 回歌声サロン in グランハート悠々園のご案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 月は一年で一番寒い時期です。寒さの厳しい時期ですが、先日長野に

行き雪の尐ない現状と、温かく、すでにフキノトウが生えていた状況を見

てきました。今年は温暖化が特に顕著なように思います。温暖化の防止を！と良く呼びかけられていますが、実

際に何をしたら環境に良いのか、すでに個人個人がアクションを行う時期に来ています。  

2 月 3 日にある講演会に行ってきました。白馬村のあるスノーボーダーは、POW（プロテクト・アワ・ウイン

ターズ）という団体の講演会でした。彼らは組織を作って小雪の改善へのアクションをし始めています。私にと

ってスノーボーダーの印象は、あまり良い印象ではありませんでした。彼らの中にもこのところの小雪は、環境

に対する危機感を持つには十分だったという事です。自分たちにも何か地球の環境のために、雪という好きなも

のをとらえ、何かアクションができるかも知らないという希望で彼らは動いています。誰でも意識を高め尐しで

もアクションを起こせば現状は変わる。改めて彼らから学んだことでした。ちゃんとした四季を感じられなくな

ることこそ、一番怖いことなのではないかと考えてしまいます。  

今月の聖句はそのようなことを考える機会がありましたのでチョイスいたしました。  

皆さん個々でも、環境にやさしい行動を今から開始してみませんか？             (諏訪治邦 記) 

◎2 月 11 日   東京 YMCA ソシアスフォーラム  

◎2 月 26 日   YMCA ピンクシャツデー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これからの予定 

① 2月 15日(土)  東新部フレッシュワイズセミナー 

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

③ 2月 28日(金) 第二例会 まちだ中央公民館・学習室 6  13：30～ 

④ 3月  8日(日) 第 7回歌声サロン inグランハート悠々園 14：00～ 

⑤ 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～ 

⑥ 3月 29日(日)（暫定）第二例会 まちだ中央公民館フリースペース 

⑦ 4月 16日(水)  例 会 まちだ中央公民館・ 音楽室１ 19:00～ 

○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 

 



 

 

 


