
1 

 

２０２０年 

７月号 (第 16 号) 

今月の聖句 

わたしは、あなたたちのために立てた

計画をよく心に留めていると、主は言わ

れる。それは、平和な計画であって、災

いの計画ではない。将来に希望をあた

るものである。  
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【 ７月の巻頭言】 

為我井輝忠 

7月となってもまだまだコロナウイルス

感染の心配はなくなりませんが、皆様はど

のように対策をとり、お過しでしょうか。２月から

６月までの５か月間当クラブの例会は中止してき

ました。やつと７月から開催を再開できる運びとな

りました。 

開催に当たっては３密（ 密閉、密集、密接 ）を

避けるためにいくつかの制約がありますが、ぜひお

越しいただきたいと思います。 

７月はワイズメン活動の新年度キックオフの月

になります。98年前アメリカで Paul Alexander

（ポール・アレキサンダー）氏によって創立さ

れ、それ以来日本のみならず世界中で活動の輪が

広がってきました。 

今月の強調テーマはキックオフと共に RBM（ Roll 

Back Malaria / マラリア病を撲滅しよう ）を取り

上げたいと思います。現在アフリカ諸国にはマラリ

ア病の患者が 2億 8千万人の患者が 2億 2千万人に

減ったとの WHO（世界保健機構）の発表がありまし

た。しかし、5 歳未満の幼児が感染で年間 40万人以

上が亡くなっているとの報告もあります。ワイズメ

ン国際協会はその防止のために国連のマラリア撲滅

プロジェクトに参加し、一人当たり 800 円寄付して

「蚊張」を届けています。これと共に、アフリカでは

昨今のコロナウイルス渦の蔓延で急激な感染者が増

えている現状を考え、7 月例会での献金はこのアフリ

カの為に使いたいと思いますが、如何でしょうか？ 

【 今月の強調テーマ 】 

７月の強調テーマ：キックオフ・Ｙサービス・ＡＳＦ・

ＲＢＭ 

＊「キックオフ」：ワイズメンの新年度はこの 7 月

から始まります。今から 98 年前 1922 年 アメリカ オ

ハイオ州“トレド”にて Paul  Alexander 氏によって

発足し、アメリカ式 の年度となっています。丁度 6 月

のブリテンから彼のスピーチを田中博之前アジア太

平洋地域会長が訳され、それを掲載していますので、

≪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 ヤコブ・クリステンセン（デンマーク） 「命の川を信じよう」 

アジア・太平洋地域会長 デビット・ルア（シンガポール） 

“変化をもたらそう！” 

東日本区理事 板村哲也（東京武蔵野多摩） 「変化をたのしもう！」 

東新部部長 加藤義孝（東京） 「友情の絆を強め YMCAを支えよう」 

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  

     担当主事 諏訪治邦 

2020 年 7 月例会プログラム 

日時：2020 年 7 月 15日(水)19:00～21:00 

会場：町田中央公民館    6 階 第二学習室 

         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 

☆加藤義孝東新部部長の公式訪問があり、 

ご挨拶を賜ります。 

５．会食（申し訳ありませんが、新型コロナを

勘案して飲物だけにさせて頂きます） 

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 ＊役割分担案等 

      ＊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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お読みくださっておられることと思います。7 月はク

ラブ会長の就任、東新部部長の公式訪問と挨拶、そし

て卓話も拝聴出来ます。 

その上で、役割分担と会則について当クラブの細則

案を提示して後日決定・合意を図った上でキックオフ

にふさわしい月としたい考えでいます。 

＊「Ｙサービス」：ワイズメンはＹＭＣＡをサポートし

て次世代を担う若者を育成することに貢献し、もって

世界の平和を願う団体です。この点が、ロータリーク

ラブなどと違う点です。 

＊「ＡＳＦ」：Alexander Scholarship Fund の略で、

将来ＹＭＣＡに奉仕しようとする有為な青年への財

政的支援の目的で創設されました。 

＊「ＲＢＭ：マラリア病に罹患する人が今なおアフリ

カを中心に 2 億数千万人おり、年間 40 万人以上が亡

くなっています（特に 5 歳未満が多い）。ワイズは国

連のプロジェクトに参加して、一人当たり 800 円寄付

して「蚊帳」を届けております。  （ 太田 記 ） 

【事務局からのご報告】 

予想外に長期間となった休会を終えて、久々に例

会を開催します。7 月 15 日(水)の例会は町田中央公

民館６階の第二会議室で開催しますので宜しくお願

い致します。なお、ブリテン 7 月発行に際し、太田

直前会長が下記の通り諸報告内容について起案して

頂きましたので、次の例会で皆様に諮ります。 

１． 諸報告 

（１）クラブとしての葬祭対応について  

花代負担は本人、配偶者、両親までとする。 

（２）今期の役割分担について 

（会長、書記、会計の三役を除く） 

①.地域奉仕事業：竹尾、竹野、城田  

② 会員増強事業：竹野美歩、  

③.国際・交流事業：為我井、北川、太田  

④.ユース事業：尾張、石井、  

⑤.ＹＭＣＡ：太田、諏訪  

⑥.ファンド：太田、竹尾 

２．例会開催上の留意事項について 

町田中央公民館から施設利用上の留意事項につい

て指示があり、例会は指示に従って開催します。 

（１)予め検温の上、発熱が無いことを確認すること 

（２)入口で手指の消毒や洗面所で手洗して入室のこと 

（３)館内ではソーシャルデイスタンスを維持すること 

（４)利用責任者は参加者氏名と連絡先を確認すること 

（５)利用者は部屋の換気に留意すること 

（６)利用の前に机・椅子・ドアノブの消毒をすること 

（７)利用責任者は利用に際し、所定の確認リストを提出

すること       

３． 歌声サロンを再開します！ 

過去 6 回に亘って開催してきたグランハート悠々

園での歌声サロンは、同所が介護施設である為、当

分は開催できない見通しです。野中ホールでの開催

も同所が個人住宅の地下に設けられた小ホールであ

り、三密を避けて開催できない状況にあります。 

そこで音楽行事担当チームが新たな会場を検討以

して下の通り開催することになりました。 

（１）「  うたごえ in TEAR 座間」開催 

日程：7 月 23 日(海の日) 14：00～16：00 

会場：小田急線南林間駅西口からバスで約５分 

イオンモール座間行・ひばりヶ丘一丁目・下車 2分 

会費：お一人 1,000 円（含飲み物代） 

※会場の環境維持の為予めお申込み下さい。 

（２）「 うたごえ in 大和市シリウス」開催 

日程：８月 30 日（日）開場 18：30、開演 19：00 

～21：00 

スペシャルゲスト: トランペット＆オカリナ 

演奏者：茨木智弘氏 

会場：神奈川県大和市“シリウス・マルチスペース” 

小田急江ノ島線＆相鉄線/大和駅下車 徒歩約 3 分 

会費：お一人 2,000円 (ゲスト招請及び会場費有料等） 

※詳しくは改めてお知らせします。 

(尾張 記) 

【使用済み郵便切手をお寄せください】 

皆さんのご自宅では古切手をどのように処理して

いますか。捨てていませんか。捨てずに例会の際にご

持参ください。こうして集めた切手を切手商に送り、

換金し、BF（Brotherhood Fund）事業に活用するこ
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とが出来ます。 

手紙やはがきに張られている切手は周囲を１セン

チくらい残して切り取り、可能ならば外国切手、日本

切手（通常切手より記念切手の方が望ましい）を区分

けしてまとめてください。未使用の切手も可能です。

使用済みの切手は水に付けてはがす必要はありませ

ん。破れたものや汚れたものは除いてください。皆様

のご協力をお願いします。      （為我井 記） 

 

 

 

 

ポール･ウイリアム･アレキサンダー講演（オハイ

オ州、トレド）（翻訳、脚注：田中博之） 

ワイズメンは、他の多くの団体

と、その規模、財政、権威、認知度

等々において比較しようとは望み

ません。しかし、絶対負けること

を恐れる必要がない基盤が唯一つ

あります。それは、理想という点

であります。私は、ワイズメンズ

クラブほど団体としての理想、そ

して、その会員一人ひとりの理想に重点を置き、熱心

にそれを育む団体はないと思います。少なくともこの

点は、私たちが立っている一つの卓越した基盤です。

私たちを鼓舞させ、導く、理想のたいまつを、謙遜し

て隠そうとすることは、何と愚かな、破壊的なことで

しょうか。 

私たちの国際協会が8年前に誕生したアトランティ

ックシティのコンベンションホールに、ふたつの巨大

な旗が 掲げられていました。ひとつには、「若者は幻

を見る」という銘が書かれてあり、もうひとつには「幻

がなければ民はちりぢりになる」とありました。この

ふたつの言葉は、私たちのワイズメン運動という布を

織りなす縦糸と横糸になっています。幻をつかみ、ニ

ーズを感じ取り、衝動を感じ、ひらめきを活かす力の

無いものは、ワイズメンになる資格がありません。そ

れは、人材こそ私たちの誇りであるという、ワイズに

しか見られない基準を大切にしたいからです。この基

準こそ、世界中のワイズメンズクラブが、優れたメン

バーの資質として抱いてきたと言われる個人として

のそして団体としての理想主義なのです。新しいメン

バーを迎えるために、あるいは古くからのメンバーを

引き止めるために、この根本的な必要条件である理想

主義をほんの 1%でも割り引くことは、私たちの運動

の心臓部に対する一撃を意味するのです。 

ワイズマンであることは、その行動が自己犠牲の上

に成り立つ理想によって動機づけられている理想主

義者であることを意味します。  

すべてのワイズマンは、YMCA は、世界中で明日の

市民である青少年を大切にする、教会に次いで大きな

人格の形成機関であることを知っています。YMCA 

は、学校や大学に次ぐ大きな教育機関でもあります。

YMCA は、体育教育や体の発達において世界をリード

する存在です。YMCA は、また、異なる信条、カース

ト、文化という形で立ちはだかる世界中の壁を打ち倒

すことにおいて誰にも引けをとりません。YMCA は、

ほとんどあらゆる国において、その働きによって、国

と国との間を、民族と民族の間を引き裂く誤解や偏見

に反対し、そしてそのために、常に愛国心を決して非

難せずに称え、世界平和のための力強い原動力となっ

ています。ワイズマンの中心的な目的は、その目的に

関する声明書（１）に示されているとおり、YMCA が

提供しているプログラムの全てのフェーズにおいて

これを推進し、個人としての、そして団結した努力に

よって積極的に、勤勉に奉仕することです。ワイズマ

ンであることは、YMCA に尽くすことを意味します。  

それは、必ずしも時代遅れの神学的教理を受け入れ

ることではありません。YMCA の土台である目的に真

摯に共感し、それに献身することであり、それをそれ

ぞれの地でまた、国際的に実現することです。私たち

のエンブレムを構成している三角形の上辺に「インタ

ーナショナル」という文字が入っていますが、この文

字に、ワイズの友愛がおよぶ範囲とワイズの目的の広

さが表されています。私たちの世界展望委員会（２）

等は、「人は、その視野の広さで測られる」という格言

を広めてきました。ワイズメンが赦すことができない

のは、世界の状況や他の国や人々の問題に時間も費や

さず、関心も示さない人々です。こういった人々の度

量は、余りにも狭く、私たちの運動は、このような幅

の狭い、小さな視野の人々の居場所ではありません。

ワイズメンは、その視野という基準で測られることを

恐れてはなりません。なぜなら・・・  

ワイズマンであることは、世界それ自身と同じ広さ

の視野を持つことであり、世界を志向することを意味

します。              (次号に続く) 

・・・・・・・・・・・・（脚 注）・・・・・・・・・・・ 

（１）1922 年 11 月 15-17 日、世界 YMCA 大会の

折に、第 1 回国際大会が 13 クラブ、66名の参加で

開催され、 ワイズメンズクラブ国際協会の設立が

決議された。 

（２）国際協会設立時の国際憲法第 2 条  2 World 

Outlook：当時存在した国際的活動を推進する委員

会。現在は、IBC、YEEP、STEP、TOF 等の事 業に引

き継がれている。  3 原文：“To acknowledge the 

duty that accompanies ever right” 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 今年の 3 月 18 日のことです。ヨーロッパの新型コ

ロナ感染が深刻化して、ドイツが国境を越えた移動を

禁止するロックダウンを実施した時にメルケル首相

がテレビ演説で国民に協力を要請しました。 

メルケル首相のテレビ演説に思う 
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私は後日テレビでメルケル

首相が国民に語り掛ける演説

を聞きました（翻訳をテレビ

の画面で見ました）。カメラに

真直ぐ向かってゆっくりと丁

寧に話しかけ訴えるその姿、

その言葉に胸を打たれました。 

この演説はドイツ国民の心

に響き即座に支持され、国民は粛々とメルケル首相の

指示に従いました。その後、この演説の内容が世界各

国に広がり絶賛されました。そして、新型コロナウイ

ルスに向かい合う姿勢の見本とされました。 

 メルケル首相は真剣に自分の言葉で語って受け入

れられましたが、話の主旨は我が国の総理大臣の話と

大きな違いはありません。しかし、その総理大臣がガ

ーゼマスクをして早口で暗記したような決まり文句

を繰り出す演説とは天地の差がありました。 

 最初に新型コロナウイルスとの戦いが第二次世界

大戦以降にドイツに降りかかる最大の危機であり、事

態を深刻に受け止めてほしいと訴えました。 

 政府、ロベルト・コッホ研究所、様々な学者や研究

者が対策に取り組んでおり、世界中で研究が進められ

ているものの、目下のところ有効な治療法もワクチン

もない状態である。従って、今できる対策は感染の拡

大を遅らせて時間を稼ぐことだけであり、社会生活を

極力縮小すると言う手段に賭けざるを得ない事態で

ある。世界有数の医療体制を有するドイツでも短時間

の内に感染者が増えるような事態には耐えらないの

で、国民の皆様はそのことを理解して協力頂きたい。 

東独で生まれ青年時代を送った自らの辛い体験を

例に引いて、社会活動を束縛することが如何に非道な

ことであるかを語り、しかし敢えて今はそれを実施せ

ねばならない緊急事態であることを語り、困難に耐え

て欲しいと訴える言葉は重く説得力がありました。 

 そして、命がけで医療に携わる医師や看護師など医

療に携わる全ての人へ感謝の言葉を贈りました。 

更に日頃あまり感謝されることの無いスーパーの

レジ係や品出しを担当する人達が、感染リスクを冒し

て国民の生活を支える為に懸命に働いていることを

思いやり、感謝する言葉を贈りました。 

最後に、私達が理性と思いやりを持って行動すべき

こと、そして全ての人、私達一人ひとりが試されてい

ることを良く理解してほしいと結んでいます。 

英知と思いやり溢れる素晴らしい演説でした。 

（ 尾張 記 ） 

 

 

皆さんも、自粛が続き人と会うのが待ち遠しく楽しみになってきたころで

はないかと思います。  

私の職場でも、毎日のように学校帰りの子どもたちが顔を覗かせ「まだ～！」などと言っています。 

それに対し私たちのスタッフは時間をかけて対応します。そこには時間やお金ではない実質的な心と心の触

れ合いを感じることができます。 

子どもたちも保護者もだいぶストレスが溜まり、外出をしたり、買い物をしたりと行動に移行する方たちが

増えています。  

私が勤務する江東区では、感染者が少しずつ増えています。間違いなくコロナは私に近い存在となっていま

す。新しい生活習慣と言いますがもう一度安全性を確認し総点検をされることをお勧めします。  

東京 YMCA でも様々な事業がｗｅｂ上で行われて、会員芸術祭等もＷＥＢで開催されました。  

また、今年はちょうど日本で教育キャンプが発祥して 100 年にあたります。多くの青少年を育てたキャンプ

ですが、この夏は実施できないことになっています。青年という言葉作ったのはＹＭＣＡであると言われてい

ます。今後のプログラムでは、東京ＹＭＣＡチャリティーランや東陽町夏祭りなどは毎年ワイズの皆さんにご

協力いただいています。開催も現在未定で大変申し訳ありませんが、わかり次第皆さんにアナウンスいたしま

す。普通この時期は夏を控え、なんとなくウキウキする時期ですが、今年は静かにウキウキする夏になりそう

です。                                        (諏訪治邦 記) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＹＭＣＡ  ＮＥWS 

これからの予定 
① 7 月 15日(水)   例 会 まちだ中央公民館６F・第 2学習室 19:00～ 

② 8 月 19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 太田勝人気付 

  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 

 

 

一之気付) 

TEL/FAX 046-278-5120 

 


