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《８月号巻頭言 》 為我井 輝忠 

  

 

８月２日（火）に

三多摩クラブ（町田

コスモスクラブ、多摩

みなみクラブ、町田ス

マイリングクラブ）の

納涼合同例会が開催さ

れました。 

多摩みなみクラブがホストとして実務を担当

され、久しぶりの対面での例会となり、再び活

気が戻ってきたような気がしました。 

今回は NPO 法人メタノイヤの山田拓賂氏の講

演と遠藤サンジー氏によるスリランカ料理の紹

介がありました。山田氏は東京葛飾区で日本語

の不自由な子供たちに日本語教育をされている

ボランティア団体の代表です。サンジー氏はス

リランカのケラニア大学日本語学科で日本語を

学ばれ、2018 年に来日され、今は日本の企業で

働いています。どちらも限られた時間の中でお

話しやらスリランカ料理の実演をしていただ

き、有意義な時間を共有できました。 

今後もコロナ終息後を目指して動いていきた

いと思います。まだ厳夏の時期ですが、皆様ご

健康には十分お気を付けください。 

 

 

《モット―》 

『強い義務感を持とう 義務は全ての権利を伴う』 

国際会長 K.C.サミュエル（インド）「フェローシップとインパクトで次の

100 年へ」 

アジア・太平洋地域会長  シェン・チ・ミン（台湾）「新しい時代とともに、

エレガントに変化を」 

東日本区理事 佐藤 重良（甲府 21）「誰かのために奉仕して自分のため楽し

いクラブライフを」 

東新部部長  深尾 香子（東京多摩みなみ） 「All 東新部、始動！Change! 

2022 ラストスパート、ポスト 2022 始動」   

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  書記：尾張 日出夫 会計：城田 教寛   担当主事：諏訪 治邦 

 

 

 

 

 

 

《今月のことば》 

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF Y’s Men’s CLUBS 

JAPAN EAST REGION TOHSHIN DISTRICT 

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

「当クラブは町田ボランティア協会に所属する公認団体です」 
2022 年 

8 月号（第 35 号） 

東京町田スマイリングワイズメンズクラブ 
THE SMILE-RING Chartered in Feb.20, 2020 

8 月合同例会プログラム 

東京町田コスモス･東京町田スマイリング 

東京多摩みなみ (ホスト) 

日時：8 月 2 日(火) 18:30～20:30  

会場：ベルブ永山 4 階調理室  

司会：田中博之(東京多摩みなみ)  

＊開会点鐘： 東京多摩みなみクラブ会長 伊藤幾夫  

＊ワイズソング  

＊入会式：寺沢邦彦さん(東京町田スマイリングクラブ)  

＊今月のことば ＊出席者紹介 （各会長から紹介）  

＊ゲストスピーチ： 「海外にルーツをもつ子どもたちへの支援」 

  NPO 法人メタノイア代表理事 山田拓路さん  

＊本日の料理：「スリランカカレー」  

  料理紹介者：Endo Sanji さん（スリランカ）  

＊乾杯： 東新部部長 深尾香子 (東京多摩みなみ)  

＊会食・懇談 ＊各クラブからの報告  

＊YMCA ニュース・各種アピール等 ＊ハッピーバースデイ  

＊YMCA の歌  

＊閉会点鐘： 東京町田コスモスクラブ会長 伊藤 幾夫 

あなたがたには世で苦難がある。 

しかし、勇気を出しなさい。 

私はすでに勝っている。 

(ヨハネによる福音書 16：33) 
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昨年度に引き続き、今年度の初回は 8 月 2 日午後 6

時半から【ベルブ永山 4階調理室】で開催されました。 

東京町田コスモスクラブ、東京町田スマイリング

クラブと 多摩みなみクラブとの 3 クラブで開催され

ました。なお、偶数月の例会は「合同例会」として、

8 月は多摩みなみクラブにホストをお願いしました。 

多摩みなみクラブと遠藤サンジーさんのご協力に

より、本場スリランカの美味しいカレーライスを囲

んで、楽しく有意義な例会なりました。 

スピーカー紹介  

山田 拓
たく

路
じ

さん 

「海外にルーツをもつ

子どもたちへの支援」  

 

《プロフィール》  

NPO 法人メタノイア代表理事  

 

2008 年に関西学院大学法学部卒業後、日本聖公会

中 部教区に就職し、主に愛知県・岐阜県で暮らすフ

ィ リピンルーツの子どもの教育・保育に従事。カナ

ダ への留学等を経て、2021 年 4 月に東京都で NPO 

法 人メタノイアを設立し代表理事に就任。 行政書士

（入管申請取次／特定行政書士）・日本語教 師・保育

士。子どもの日本語教育研究会広報委員。  

《卓話概要》昨年、足立区「子どもの日本語教 室」

からスタートした教育支援活動は、クルド 難民（埼

玉県）、日系フィリピン人（岐阜県）、 ウクライナ難

民（オンライン）といった方々へと 広がってい 

ます。興味あるお話をしていただきました。 

スリランカカレー料理紹介  

Endo Sanji 

（遠藤サンジー）さん  

《プロフィール》 

スリランカの中央部 Kurunagale 

(クルネーガラ県) Nikaweratiya

（ニカウェラティア）の出身で、高校とケラニヤ大

学で日本語を学び、2018 年 来日しました。さらに八

王子の日本語学校で日本語 を勉強し、卒業後ホテル

のマネージメントの仕事をしています。昨年 9 月に

遠藤征彦さんと結婚し、現 在川崎市に住んでいます。

趣味は、旅行に出かけたり、料理をしたり、また、

和菓子に興味があり、実際 に作ったりしています。

今回のスリランカカレーは如何でしたか。 

   遠藤サンジーさんの調理を見詰める皆さん 

スリランカカレー 

 

3 クラブ合同例会「納涼例会」が開催 
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7 月 23 日(土)13:30～16:30 オンライン Zoom で開

催 されました。当初の計画では、会場を東京 YMCA 

山 手センター4 階 403A 室（ハイブリッド式）で行う

予 定でしたが、コロナ感染の急拡大を受けて、急遽 

オン  ラインのみの評議会となりました。定刻の 

13:30 に 深尾部長の開会宣言(点鐘)、ワイズソング、

聖句朗読･ 祈祷のあと、部長就任式を佐藤東日本区理 

事の司式 で執り行いました。部長から部役員の紹介、

祝辞とし て、佐藤理事、菅谷淳東京 YMCA 総主事、

朱宰亨(ｼﾞ ｭｼﾞｪﾋｮﾝ)在日本韓国 YMCA 総務からいただ

きました。続いて、深尾部長の挨拶・所信表明があ

りました。主 題として掲げる「All 東新部、始動！」 

を強調し、「1 クラブでは難しいと思われることには

クラブ同士が 互いに支え合って挑戦して行きましょ 

 

 

う」と呼びか けました。出席者は 30 名（出席義務者 

は 27 名中 22 名出席、委任状 3 名、来賓及びオブザ

ーバー8 名）。当クラブからは為我井会長と尾張書記、 

城田教寛の３名でした。  

審議事項は、第 2 号議案「次々期部長・次期監事

候 補者指名委員委嘱」、第 3 号議案「次年度部大会準 

備委員長委嘱」、第 4 号議案「前年度決算報告」、第 5 

号議案「前年度会計監査報告」、第 6 号議案「今年 度

修正予算案」の 5 点は、すべて承認されました。 第 

1 号議案「前年度第 3 回評議会議事録承認」は、 議

事録が準備できなかったために、臨時評議会を開 催

して審議することになりました。報告事項は、東日 

本区の役員会報告、代議員会報告、部評価会報告、

部 大会のプログラム紹介、各事業主査の活動計画、

各ク ラブ会長報告などでした。佐藤監事による講評

のあと「東新部の歌」を歌い、深尾部長の閉会挨拶

（点鐘）をもって定刻 16:30 に終了しました。 

 

 

 

７月末に新たに新入会員

が加わりました。お名前を

寺沢邦彦（てらさわ・くに

ひ こ）氏といい、町田市

南大谷にお住まいです。 

しかし、現在はアメリ

カ・アイオワ州の Wartburg 

College (ワートバーグ大

学)で宗教学を研究、指導していて、日本にいられるの

は年に数か月位だそうです。 

今年は 5 月から 8 月初旬まで日本に滞在され、アメリ

カに戻られたばかりです。 

 寺沢氏は 4 月に三多摩合同例会で講話をしていただい

たのがきっかけで、Y's Men’ｓ Club に関心を寄せられ、

その後毎回例会に出席していただきました。韓国や中国

の戦前からのキリスト教やYMCA活動に関心をお持ちで、

私たちの Y's Men’ｓ 活動にも大いに知りたいとの思いを

お持ちのようです。 

（為我井記） 

東新部２０２２年度第 1 回評議会報告 

新入会員の紹介：寺沢 邦彦さん YMCA・Charity Run のお知らせ  
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アネモネ           マッシュルーム          コスモス 

 

8 月になると、東京 YMCAは「安全の日」を迎えます。1988年に山梨県の

川で、キャンプ中の大学生のボランティアリーダーが亡くなるという悲しい

出来事がありました。その日は東京 YMCAに連なる皆さんと共に 2度と同じ過ちは繰り返さないという決意を

し、安全を再確認する日としています。アウトドア活動では、若干のケガ等はつきものと思われていますが、

安全第一で様々な活動をしています。 

皆さんもご自身の安全という観点から見ていただくと危険なものが見えてくるかもしれません。高温のため

熱中症等の症状が出る前、水分と塩分の補給を欠かせない工夫もこの季節の安全管理では必要なことではない

かと思われます。私たちの施設では、特に入浴前後の水分摂取をお願いしています。皆さんも厳しい夏を元気

で乗り切りましょう。 

7 月 3 日から 9 日まで、世界 YMCA大会がデンマークで開催されました。中でも “VISION 2030“ というこれ

からの YMCAの新たに、YMCA が挑戦して取り組でいくことが決議されました。特に SDGｓやコロナ後の世界的な

課題についてＹＭＣＡがそれをもとに行動していく指針となるものです。この内容に関しては改めて皆さんへ

アナウンスさせていただきます。                                 

（諏訪 治邦記） 

                           

 

 

 

        

YMCA NEWS 

これからの予定 

○ 例 会 日：第３水曜日 19:00～20:30 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：〒195-0061 東京都町田市鶴川 2-11-10-202 為我井輝忠気付  

例会参加等申込先メール：howari3119@Kib.biglobe.ne.jp 電話：090-2248-8609  

☆会費は下記の口座にお振込下さい。  

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 

① 2022 年 9 月 21 日 （水）スマイリングクラブ例会 19:00～20:30 

② 2022 年 10 月 19 日   (水)  3 クラブ合同例会 18:30～20:00  

③ 2022 年 11 月 16 日（水）スマイリングクラブ例会 19:00～20:30  

 

「百花繚乱」（３） 町田市内で見かけた可憐な花々を紹介します。 

 


