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３月号 (第 12 号) 

今月の聖句 

イエスは言われた。「もし完全になりた

いのなら、行って持ち物を売り払い、

貧しい人々に施しなさい。そうすれ

ば、天に富を積むことになる。それか

ら、わたしに従いなさい。」  

マタイによる福音書 １９章 21  

2020年 4月例会プログラム 

 

日時：2020年 4月 15日(水)19:00～21:00 

会場：町田中央公民館    6階 学習室 2 

         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  

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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【 ３月の巻頭言 】 

為我井輝忠 

昨今、世界的な規模で蔓延しているコロナウイルス

の目に見えない恐怖に人々は怯えています。そういう

私も大きな不安を抱えながら、生活しています。 

２月の例会そして３月 15 日のスマイリングクラブ

の１周年記念の「歌声さろん in 町田」も中止させて

いただきました。各地で同様の中止や延期の措置が相

次いでいますが、今私たちに求められているのはこの

病魔に対する確かな知識と沈着な行動ではないでし

ょうか。 

４月例会は 15 日（水）に設定しました。卓話をセ

ブンイレブンの発展で大きな役割を果たした朝倉正

昭氏（東京世田谷クラブ）にお願いしてありますが、

これもコロナウイルスの進捗状況によってはどうな

るか分かりません。今後の状況を見極めていきたいと

思います。 

最後になりましたが、3 月は BF (Brotherhood 

Fund ) の月間です。使用済みの郵便切手を集め整理

し、切手市場で換金し、それを外国の地に派遣する代

表者の費用に供出する制度です。町田スマイリングク

ラブの 11 月例会で卓話をしていただいた比奈地康晴

氏がこの制度でアフリカに行かれました。当クラブで

も古切手を集め、この制度に協力していければと思い

ます。皆さんのご自宅に眠っている切手がありました

ら、例会の折にご持参下さい。 

 

【 今月の強調テーマ 】 

3 月の強調テーマ： BF＝Brotherhood Fund の略 

BF 代表や国際役員の公式旅行の費用を賄うための

国際協会の基金です。全世界のワイズメンの参加によ

って、使用済み切手を集めて切手市場で換金する方法

≪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 



が主流でしたが、次第に現金による拠出・献金が増え

ています。当クラブで東京クラブの比奈地ワイズが、

東アフリカ 4か国を約 1か月間訪問して現地のワイズ

メン・YMCA の方と交流してきたことを卓話して頂き

ましたが、その費用はこの BF 基金から出ています。 

メネット＝Menettes. ワイズメネットの略で、男性会

員のパートナーのことです。東新部では、「メネット

連絡員」を置き、東日本区全体のメネット会に代表と

して参加してもらっています。具体的には、YMCA を

通して児童向け絵本を贈って大変喜ばれています。 

                  （太田 記） 

≪2月及び 3 月の行事の中止について≫ 

 2月 19日に予定していた 2月例会は為我井会長と太

田直前会長が風邪に罹患し、急遽中止させて頂きまし

た。町田市の施設の利用直前キャンセルはぺナルティ

になり、今後の利用に支障が生じるので、当日は尾張、

諏訪両名がチェックインして利用実績を作りました。 

その後 3月 2日～31日の間、町田市の全施設の貸し

出しが中止になり、3月 15日の歌声サロンをはじめ全

ての行事の開催ができなくなりました。 

 大変な事態になりましたが、一日も早くコロナウイ

ルス禍が去り正常化する日の到来を願っています。 

 歌声サロンの再会情報は改めてご案内致します 

≪ 2月の第二例会の報告 ≫      

2 月 28日（金）13：50～14：30         

＊会場 町田中央公民館 会議室６ 

＊出席者：為我井輝忠、松井優希、尾張日出夫 

＊資料は太田直前会長作成の議事次第に準拠した。 

 2 月は新型コロナウイルスの影響を受けて本例会を

中止したため、第二例会のみ開催した。 

１．経費等の清算 

 第二例会の冒頭で諸経費について清算を行った。 

２．3 月中の例会開催の予定について 

（1）3 月中の全ての行事は中止した。 

（2）但し、第二例会を 3 月下旬に開催し 4 月の運営

とブリテン編集に備えたい。会期は未定である。 

（3）4 月例会は 4 月 15 日(水)で会場を予約済である。

（中央公民館・学習室 2） 

３．次期 7 月からの役員体制について 

会長：為我井輝忠、会計：尾張日出夫、会計代理：太

田勝人（会計確定までの暫定措置） 

４．松井優希ワイズについて 

(1) 4 月より千葉大学大学院（生物科）進学すること

になった。 

(2) 二年間は休会扱としてクラブに在籍し、大学院ご

卒業後に進退を確認する予定。 

５．3 月号のブリテンの編集について協議 

（1）第二例会報告 

（2）東新部フレッシュセミナー受講報告 

（3）大学院進学の抱負（松井優希） 

（4）松井優希さんを送る言葉集 

（5）YMCA ニュース（諏訪治邦）  以上(尾張 記) 

 

『フレッシュワイズセミナーに参加して』  松井優希 

今回、2 月 15 日に山手センターで開催されたフレ

ッシュワイズセミナーに為我井会長と城田さんと一

緒に参加してまいりました。恥ずかしながらこのよう

なワイズメンズクラブのセミナーに参加させていた

だくのは初めてで、とても緊張して伺いました。最初

はセミナーのイメージがつかめず不安で伺いました

が、参加させていただいてとてもよかったと思ってお

ります。 

 セミナーには多くのクラブから様々なワイズ歴の

メンバーが参加していて、ワイズの第１の活動である

「YMCA を支えること」の YMCA の現在の活動につ

いて説明をして頂いた後に、今後のワイズメンズクラ

ブの在り方について参加者全員でお話ししました。ス

マイリングクラブのメンバーはその中でも最もワイ

ズ歴の浅い参加者でした。 

 私が今回のセミナーに参加させて頂いて気付いた

ことを大きく分けると２つございます。１つ目は「ど

のクラブも同じような悩みがあること」です。他のク

ラブの方からクラブの活動方法を伺う中で気が付き

ました。どこのクラブも会員増強をはじめ地域活動等

の進め方を試行錯誤していらっしゃいました。先日東

京町田コスモスワイズメンズクラブの第２例会に参

加させて頂いた際にも、同じように「どこも同じ悩み

を抱えているのだな」と思いました。しかし、セミナ

ーでは同じ悩みを持つことだけに気づいたのではあ

りません。同時に、その悩みに対する解決策について

も伺うことができました。他のクラブの方の悩みに対

する試行錯誤の内容を伺う中で、「これはスマイリン

グクラブにも取り入れたいな」と思う点が多くありま

した。今回のセミナーのようにクラブ間で情報交換を

し合うのは、ワイズの活動の活性化になるのではない

かと思います。 

 セミナーに参加して気づいたことの２つ目は「私は

しっかりとワイズメンズクラブの活動を知らなかっ

たこと」です。ワイズの在り方を様々なワイズ歴の参

加者が議論した中で、私のワイズの認識とのずれがあ

ることがわかりました。私はワイズメンズクラブは

様々なボランティアを行う団体だと思っていました

が、セミナーを通して、ワイズメンズクラブは YMCA

を支えるためのクラブであり、その上で例会での卓話

など自分たちの生活を豊かにする活動を行うクラブ

というのが最初の姿であることを知りました。この認



特集：松井優希さんを送ることば 

 

識のずれはワイズに対するスタンスとして大きいも

のだと思います。このずれを理解することでよりスム

ーズにワイズでの活動を進めることができるのでは

ないかと思います。 

 以上、セミナーで気づいたことを２点上げましたが、

セミナーに参加して最も良かったと思うことは、活発

な議論が行われる場に参加できたことです。私はまだ

学生なのでこのような場にお誘い頂き、参加できたの

はとても貴重な経験となりました。参加者の皆様もと

ても親切に優しく迎え入れて下さいました。私は短い

ワイズ歴の中で常にワイズの皆様の温かさを感じて

まいりました。私も皆様のように温厚でありたいと強

く思います。そのような素敵な皆様が活動なさるワイ

ズメンズクラブがこれからも続いてほしいなと思う

ばかりです。最後になりましたがこのような機会を下

さった皆様、ありがとうございました。 

『大学院進学の抱負』       松井優希 

 私事で大変恐縮ですが、この春

玉川大学を卒業して大学院に進学

することになりました。私は今ま

で大学で教職課程を受講して参り

ました。教育実習期間にはスマイ

リングクラブの例会をお休みさせ

て頂くこともございましたが、無

事に教員免許を取得することがで

きました。そのため、大学卒業後

はすぐにでも現場に出て、今まで

の学びを実践したいところではございますが、もう少

し自らの学びや経験を深めたいと思い大学院に進学

する所存です。 

 大学院では生物学について研究します。今まで教員

になることだけを考えて進んできたため、この進学は

私にとって大きな挑戦になります。そのためとても不

安です。また４月以降の自分の姿もイメージできず、

一度は逃げてしまおうかとも思いました。しかし、２

年後教員になることを目指すものとして、この無謀な

挑戦は経験するべきことだと思い、改めて挑戦するこ

とを決意しました。大学院に進学できることは全員が

できることではなく、また私には支援してくれる母も

おります。このような恵まれた環境で、大学院進学を

「無謀な挑戦」ということはよくないかとも思います

が、それほど私にとってこの進学はまだ不安が多いの

です。しかし、決意したからにはもう進むのみです。

現在、この不安に打ち勝つためにも進学に向けた準備

にいそしんでおります。皆様にいつか良いご報告がで

きればと思います。 

 進学にあたり町田へ頻繁に来ることが難しくなっ

てしまいました。また、今まで皆様に支えて頂きなが

ら会計の仕事もさせて頂いておりましたが、その仕事

も続けることが難しくなってしまいました。そのため、

この度ワイズメンズクラブを休会させて頂くことに

なりました。私の都合で皆様にご迷惑をおかけしてし

まい申し訳ございません。この１年と少しの間、スマ

イリングクラブで会計を務めさせて頂いたこと、とて

も感謝しております。領収書１枚すらどうすればよい

かわからなかった私をスマイリングクラブのメンバ

ーはもちろんのこと、他クラブの方々も優しく受け入

れて下さいました。私は少しの間ではありましたが、

この１年と少しの間で多くのことを皆様から学ぶこ

とができました。この経験や出会いは私にとってかけ

がえのないもので、これからの私を作っていく一つだ

と思っております。 

 本来であればお一人お一人に直接お会いしてご挨

拶をさせて頂きたいのですが、新型コロナウイルスの

流行によるスマイリングクラブ１周年記念例会の中

止により、皆様にお会いすることができなくなってし

まいました。今回のコロナの流行で様々なものが中止

になり、まだお会いできると思っていた人に急にお会

いする機会がなくなることがあることを痛感してお

ります。しかし、ワイズの皆様にはこのようにブリテ

ンを通してご挨拶させて頂くことができました。この

ような場を頂きましたことを心から感謝申し上げま

す。 最後になりましたが、皆様には、たくさんご迷

惑をおかけすることもあったかと思います。今までワ

イズとしての活動をさせて頂き、本当にありがとうご

ざいました。コロナウイルスが流行っておりますが、

どうか皆様とご家族がお元気で、また平穏な日常に戻

り、ワイズの活動を再開できますようお祈り申し上げ

ます。               

 

権藤 徳彦 (町田コスモスクラブ) 

松井優希さん、大学卒業と大学院進学、おめでとう！  

YMCA の「わくわく！科学実験教室」のボランティ

ア 活動も、ありがとうございました。優希さんは、

今すべての可能性を携えて、未来に進んでいます。 

あの子ども達の新鮮な人生初の発見・成長の日々に

関わった体験は貴く、未来づくりのお働きの確かな一

歩になりますから、子ども達の少し先の展望を、優希

さんの頼もしい新鮮な感性で、広げて下さい。 

未来は、間違いなく、過去よりも素晴らしい筈です。  

 

太田 勝人 

短い期間ではありましたが、クラブ草創の大事な時、

学業にいそしむと共に“会計”を担当してくださり、

その誠実さ、と報告の完璧さを示してくれて大変助か

りました。高く評価しています！ 大学院に行っても

学びの間に“町田スマイリングクラブの仲間”を思い

出してください。絶えざる挑戦にエールを送ります！

またブリテンを送りますので、読んでください。 

 

為我井 輝忠 

 松井さん、1 年余の間会計を担当していただき、あ
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りがとうございました。いつもぶれることもなく、正

確にこなしてこられた様子をずっと拝見して大いに

感心させられていました。私だったらとても細かい計

算や帳簿付けなどできませんが、松井さんは難なくこ

なしてきました。ご自身のお話だと、最初は会計など

やったこがもなく、帳簿の付け方も全く分からなかっ

たそうですが、しかし、今では難なくこなしてその正

確さには驚くばかりです。 

 4 月からは大学院での研究が始まりますが、健康に

気を付けて、自分の道を邁進してください。それと共

に修了後にはまた Y's Men's  の活動に復帰していた

だけると、大変うれしいです。Bulletinを継続的にお

送りしますので、お読みください。 

 

諏訪 治邦 

改めて考えると、全国のワイズメンの中でも一番に

若いメンバーだった松井さん。  

町田 YMCA にもかかわってもらい、子どもたちに

とっては素敵なお姉さんだったと想像できます。  

町田スマイリングクラブでも、会計を担っていただ

き、実直さを絵に描いたような対応だったことを覚え

ています。  

今後は、千葉に行って大学院の道を歩まれますが、

スマイリングクラブのチャーターメンバーとしての

位置づけは変わりません。  

少し遠い感もありますが、いつまでも私たちの仲間

ですから、遠慮なく時間が取れるようであれば、お待

ちしています。  

今後の活躍をお祈りしています。さようならではな

く、またね！という気持ちで送り出したいと思います。 

 

尾張日出夫 

 一昨年の秋にスマイリングクラブ立上げの会議で

初めて松井さんにお会いして、お年寄りばかりだと思

っていた中に若い女学生がいらっしゃるので驚きま

した。しかも、いきなり手間の掛かる会計を担当して

頂き大変だったと思います。今では金融機関のベテラ

ンのように堅実な手順で会計事務を処理して頂き、た

だただ感謝をしています。 

松井さんは生物科の学問の道を進みますが、ご自分

の目指す進路を信じて真直ぐに進んで下さい。必ずや

立派な専門家になられるものと確信しています。 

希望の前途を目指して第一歩を踏み出す松井さん

に心からエールを送ります！！ 

 

 

新型コロナウイルスは、各方面に大きな影響を与えています。  

そして町田スマイリングクラブの活動も大きな影響を受けました。  

ご多分に漏れず東京 YMCA も様々な活動や春のキャンプが軒並み中止になるなどしています。  

私の勤務先のグランチヤ東雲も、高齢者の施設のため閉館をせよとの江東区からの指示がありました。 

３月２日から始まった休館は、当初は１５日、第二弾では２５日、今後第三弾の発表がありそうで心配です。  

しかし、この試練は私たちにとって神が与えたものであると言うことです。様々なデマや先を争って物を購入

するなど人間の心が試されています。どうぞ、天に富を積む。このことを皆さんと考えて行動したいと思ってい

ます。 例年、４月最初の YMCA では礼拝を行いますが、その全職員が集まる礼拝も中止となっています。 

   (諏訪治邦 記) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これからの予定 

① 4月 1日(水)  3月の第二例会開催(暫定)（日時会場未定） 

② 4月 15日(水)   例 会 まちだ中央公民館６F   学習室 2  19:00～ 

③ 4月 18日(土)   第 3回東新部協議会  YMCA６F   会議室  13:30～ 

④ 5月 20日(水)   例 会 まちだ中央公民館６F・美術工芸室 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 

 


