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THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF Y's Men's CLUBS 

JAPAN EAST REGION TOHSHIN DISTRICT 

TOKYO MACHIDA SMILE-RING Y's Men's CLUB 

東京町田スマイリングワイズメンズクラブ 

「当クラブは町田市社会福祉協議会が奨励する“わくわくサロン”の公認団体です」 

 

THE  SMILE-RING   Chartered in Feb.20

【 3 月の巻頭言 】為我井輝忠 

３月に入ると、「冬来たりなば、春遠か

らじ」という言葉が思い浮かんでくる。こ

れはイギリスの詩人 P. B. Shelly (P. B.

シェリー) が「西風に寄せる歌」の中で歌

った一節である。イギリスではこの頃にな

ると、至るところ

でクロッカスや水仙が

芽を出し、春がやって来

る。 

一方、日本では２月あ

たりからいち早く梅の

花が咲きだし、温かな春

風が吹き、春の到来を感

じる。そうなると、どこ

かに行きたくなり、うずうずしてくる (鼻の方

もうずうずしてくるが)。しかし、まだまだ動き

出すのは早計だろう。もう少し様子を見る必要

がある。 

花屋の店先を通ると、黄色い菜の花と桃の花

が目につき始めた。両方の花を買い求め、花瓶

にさして、部屋に置いてみた。微かな香りと鮮

やかな春の色が部屋の中に満ち、春がそこにや

って来たような雰囲気を漂わせてきた。季節の

変化を楽しみたいが、真の楽しみはもう少し先

だ。この時期は「寒暖差疲労」と言う言葉がある

ようであるが、何にもまして健康に気を付けた

い。 

３月例会は、町田コスモスクラブと多摩みな

みクラブとの合同例会である。近隣のクラブが

共に集まり、共通の話題や喫緊の問題を話し合

い、お互いの欠けているものを補える例会とな

２０２1 年 

3 月号 (第 23 号) 

今月の聖句 

「隣人を自分のように愛しなさい。」 

マルコによる福音書第１２章２８節 

 

2021 年 3月合同例会プログラム 

日時：2021年 3月 8日(月)19:00～20:30 

会場：Zoomにて開催します。 

https://zoom.us/j/95572317225?pwd=L25kdStvd

XFYQWFBVSsxN3E0ZzBSUT09 

ミーティング ID: 955 7231 7225 

パスコード: 234180 

司会：深尾香子様（東京多摩みなみ会長） 

１．開会点鐘/挨拶        会長 為我井輝忠 

２．ワイズソング 

３．参加者紹介  

４．各クラブの紹介     各クラブの会長より 

５.ゲストスピーチ 

「3.11東日本大震災から 10 年、そしてこれから」 

清水弘一様（石巻広域 元東日本区理事） 

６．YMCA報告諏訪治邦（東京町田スマイリング主事） 

７. 各クラブからのアピール、連絡 

８. ハッピーバースデー/アニバーサリー 

９. YMCA の歌 

１０．閉会挨拶・点鐘  

松香光夫様（東京町田コスモス会長） 

≪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 

2月の在籍者 例会出席　  出席率 ＢＦポイント ファンド

　メン 12 　メン 5 　現　金 0 　スマイル 0

  休 会 中 3 　ビジター 8 　切手（円） 20,100 　オークション 0

　メーキャップ 　ゲスト 1
　合　計 9 　出席率(%) 56 　累　計 20,100 　累　計 0

https://zoom.us/j/95572317225?pwd=L25kdStvdXFYQWFBVSsxN3E0ZzBSUT09
https://zoom.us/j/95572317225?pwd=L25kdStvdXFYQWFBVSsxN3E0ZzBSUT09
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ることを願いたい。本来なら Web 例会ではなく、

実際に集まっての例会としたいところであるが、

まだまだ難しそうである。しかし、楽しみであ

る。 

 

【 今月の強調テーマ 】 

３月の強調テーマ：「ＢＦ」と「ワイズメネット」 

「ＢＦ」とは Brotherhood Fund の略です。 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。  

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、整理して、切手市場で換金するのが

主力であったが、次第に現金による拠出が増えて

きた。使用済み切手を集めた理由は「無から有を

生む」考えからであった。 

以前、町田スマイリングの例会に来て頂いた東

京クラブの比奈地晴康さんが「東アフリカ４か国

へ BF 代表として」行かれ、我々にアフリカでの

YMCA とワイズメンの活動を映像を交えて話を伺っ

たのは記憶に残っておられるかと思います。 

また使用済み切手に関して、２０２０年秋に為

我井会長が永年キープされていた切手を新宿にあ

るワイズ指定の切手商「フクオ」に持ち込み、換

金され２０，２００円をフクオ経由東日本区に送

金されました。「無から有を生んだ」貴重な精神

からでした。皆さんの家にも古切手があれば、ぜ

ひご協力ください。 

 

「ワイズメネット」とは、 Y’s Menettes で、

男性会員のパートナーのことです。メネット会が

あり、ワイズ活動を支援するための組織体です。

具体的には毎年絵本を YMCA を通して送る活動など

を行っています。 

東新部では、「メネット連絡委員」を置いてい

ます。            （ 太田 記 ） 

 

【2 月の Zoom 例会のご報告など 】 

2 月の例会は長澤様から Zoom をお借りして 2 月

17 日（水）に開催しました。（19 時～20 時 45 分） 

参加者は、下記の 14 名でした。（内訳・敬称略） 

 

＊ゲスト：札埜憲一様（熱海クラブ） 

（卓話テーマ）「５G の解説」 

＊ビジター：大久保、江口、長澤弘、篠原、久保田

（八王子）、権藤、石田、小泉（たんぽぽ） 

＊当クラブ:為我井、太田、尾張、諏訪、城田の 5 名 

＊卓話の要旨下記の通りです。 

 

１．ビジター挨拶 

本日参加された皆様全員からご挨拶頂いた。 

２．諸報告： 

①以下の献金を 2 月 4 日に振込み実施しました。 

CS、ASF、BF、YES の各ファンドについて献金さ

せて頂いた。特に為我井会長が長年に亘って蓄

積した使用済切手を 20､20円の高額で換金し献

金することができました。 

②2 月 20 日の EMC セミナー、本日現在 35 名の多

数の皆様にご参加頂き、4 グループに分けてデ

スカッションする予定です。 

③今期はコロナ禍のため歌声サロンができなく

なり、第２の柱として城田さんの提案で絵本の

読み聞かせプランを検討したが、条件に合わず

見合わせた。その後、YMCA 活動委員会が子育て

後援会を実施しているので検討したい。 

④3 クラブ合同例会を 3 月 8 日に開催する。 

当クラブの通常例会は行わず、コスモス、多摩

みなみ、スマイリングの 3 クラブ合同例会とし

て ZOOM により開催します。 

＊卓話：清水弘一（石巻広域クラブ） 

「大震災から 10年」と題してお話を頂きます。 

＊日時：3 月 8 日（月）19：00～20：30 

＜Zoom の URL＞(以下をクリックすると会議室に

入れます。（なお、18 時から入室できます) 

https://zoom.us/j/95572317225?pwd=L25kdStvd

XFYQWFBVSsxN3E0ZzBSUT09 

ミーティング ID: 955 7231 7225 

パスコード: 234180 

 ⑤6 月 12 日～13 日日に甲府で東日本区大会を開

催する予定でしたが、ZOOM で実施することにな

りました。 

 ⑥玉川学園駅前のコミュ二ティ-センターが建替

を終えて、5 月 22 日から再開し、原町田教会も

建替えを終えて 8 月に再開します。 

 

３．本日の卓話「５G の解説」（要旨） 

札埜憲一様（熱海クラブ） 

 今は 5G（ジェネレーション＝世代）の時代で

す。1980 年に携帯電話ができ、それが 1G・第 1 ジ

ェネレーションでした。1990 年代にショートメー

ルが使えるようになり、2G・第 2 ジェネレーショ 
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ン、2001 年 3G では通信速度が上がり海外でも使え

るようになりました。今私達が使っているのが 4G

で U チューブ等の大容量の通信ができるようにな

りました。2020 年から 5G の携帯がでました。 

これは 4G の約 10 倍の通信を同時接続できるよう

になり、大勢の人が集まるイベントの中でも通話

が可能になりました。 

 中国ではケーブル電話の回線の普及が遅れてい

た為に、かえって 5G が急速に普及し、誰が何処に

いるかと言う位置情報も把握できるようになり、

監視社会が実現した訳です。 

 5G は高速大容量、同時大量接続,高速通信化が図

られた。将来・・身体の中にチップが埋め込まれ

て監視される時代になるかも知れません。 

或いは、携帯電話型から眼鏡型のものになるか

も知れません。眼鏡型なら手を使わず、情報が眼

鏡のレンズ面に投影されるようになります。 

仕事もリモートワークでもっと簡単で的確にで

きるようになるでしょう。 

車の自動運転も高度化されて運転するものから

移動する空間になるでしょう。自動運転のレベル

が 1 から 5 まであり、レベル 5 の自動運転の事故

責任はシステムが負うことになると思います。 

2030 年頃には 6G の時代が到来します。 

 

開催日時：２０２１年２月２０日（土）１３：３０

－１５：３０（有志雑談会も有り） 

開催形式：Zoom を利用してオンラインで開催 

参加者：４５名（西日本区より大野勉様ご参加） 

定刻に司会の太田が開会宣言をして始まりました。

プログラムを皆さんに見せて全体の流れ・構成を説

明した。 

セミナーの開催目的は「ワイズメンズクラブをより

魅力的にするために」そしてその結果「私たちの仲

間を増やすために」をお伝えして、以下始めました。 

※加藤義孝東新部部長による挨拶、板村哲也東日本区

理事による挨拶を頂いた後、 

※ご参加された方のお名前を呼び、お一人５秒以内で

自己紹介をしてもらいました。 

以降の進行役を伊丹一之さんにバトンタッチ。 

 

１．発題者 

（１）石田孝次さんによる「ワイズメンズクラブをよ

り魅力的にするために」 

―ワイズの問題構造と解決のためのフレームワーク 

（２）伊藤幾夫さんによる「Change! 2022」なぜ会員

増強なのか！ 

お二人から現状直視され、そこから論理的な分析

をされ、さらに有意義な提案を聴かせていただきま

した。 

なお、石田さんの発題資料は東日本区 HP、「会

員増強」－「東新部 EMC セミナー」として格納さ

れましたので、どなたでもアクセス可能となってい

ます。 

 

２．休憩後 お二人の「発題」に対して、江口耕一郎 

さんのリードで参加者を４つの Breakout Room 

 (Session) に分けてまず２０分間ほどグループ内の

討議をしてもらい、それを受けてグループごとの発

表者に討議内容・意見などを発表してもらいました。 

 

Room 1：迫川由和さん、 

クラブの統合化、ファンドレイジング、クラブ活動

の活性化等々認めます 

が、①大事なことはクラブを楽しい場にすること、

人間関係をもっと重視すること、そして②３０－４

０年代の女性を引き付け、入会してもらう努力をす

ること、③強制はできないが YMCA の職員を誘う

こと、などが報告されました。 

 

Room 2：今井武彦さん、 

①２００５－９年に設立された白金高輪・信越妙高 

クラブがどうして閉鎖になっていったのか？ 新

クラブを設立しても軸となるキーパーソンがいる

ことが大事である。 

②石田さんの発題を聴いて、YMCA を使用できる所

在地にあるクラブとそうでないクラブとの違いは 

ある。YMCA を使用できないクラブはそうでないク

ラブとの協働を目指したらどうでしょうか。 

③統合化を聴いたが、その前にお互いクラブ同士の 

協働をまずしたらどうか。 

④２０－４０代に入会してもらえる魅力づくりも 

課題である。 

 

Room 3：小早川治彦さん、 

①クラブの統合化は、お互い実行できる力が大で 

あり、部全体で支援すべきである。 

東新部 EMC セミナー実施報告 
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②高齢化は避けて通れないが、クラブがもっと引

き付ける力が衰えているのも事実である。 

③外に向かってアッピールしていく視点が大事。 

④会費のありかたは ファンドレイジングも入れ

てクラブ内で話し合うことが大事である。 

 

Room 4： 城田教寛さん、 

①若年層の開拓、子育て世代、働き世代等へのアッ

ピール強化が大事。 

②キリスト教精神をバックボーンにしているので、

この点をもっとアッピールして行ったらよいので

はないか。 

③現会員はもっと他のクラブ例会に参加したり、イ

ベント等にもっと積極的に参加すべきではないか。 

④グループごとの話し合いの時間が非常に短く、十

分な話し合いが出来なかった。もっと時間が欲しか

った。 

 

３．「問題提起とその解決策」：発表は太田、ここに 

 

添付します。 

 

４．※西日本区大野勉さんより、 

（１）今日発題を聴かせて頂き、有難うご会います。

ワイズは「奉仕と親睦」をもっと正面に据えたら

どうか。 

（２）ワイズとYMCAは 事業体と運動体を持ち、

右足と左足の関係で一体であり、人と出会うこと

で成長と発展があることを意識しよう。 

 

５．最後に松香光夫次期東新部部長 より閉会の挨拶

があり、以下のことで結ばれた； 

今日の「発題」と「問題提起とその解決策」を踏ま

えて今後末広がりに発展していけたらいい、と思っ

ています。皆さんからのお知恵をお貸しください。 

また周年行事を活かし、かつこのセミナーの成果を

活かして活動して参ります。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

（ 文責 太田 ） 

 

10年目の 3月 11日がまもなくやってきます。 

10年たった今でも、先日あったように余震が続いています。 

皆さんもあの時の事を思い出した方もおられると思います。 

自然は私たちに対し多くの恵みを与えてくれますが、逆に災いをもたらします。 

優しさもあり、むごさもあり本当に厳しいと感じます。 

YMCA では記念礼拝を 3 月 6 日に開催します。WEB での開催なのでどなたでも参加いただけます。 

残念ながらこの例会の際には終わっています、残念です。 

他に石巻広域ワイズの皆さんも関わっている「がんばろう石巻の看板」の場所には、今年 記念公園がオープ 

ンしました。 

あの、思いは二度としたくないと言う思いから看板の場所では月命日にライトアップを行っています。 

「がんばろう石巻の会」で検索してみてください。今は無き東新部の「信越妙高ワイズ」の定例活動でも、長 

年にわたり草刈りや、花の苗の寄贈。植え付けなど 定期的に関わってきた場所です。 

まだまだ、震災の復興は終わっていません。福島も収束していません。 

私たちは「隣人を自分のように愛しなさい」と言う言葉を今後も実践し続けたいものです。 

( 諏訪治邦 記) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これからの予定 

① 2021 年 3月 8 日(月) 3 クラブ合同例会 （Zoom例会）19：00～20：30 

② 2021 年 4 月 21 日(水) 例 会 （Zoom例会） 19：00～21：00 

③ 2021 年 6 月 12 日～13日  東日本区大会(Zoomの予定) 

 

No 

yotei 

ZOOM 

○例 会 日 第３水曜日 19:00～21:00 会場：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  会場：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 


