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≪モットー≫

今月の聖句
「新しいぶどう酒を古い革袋に入れ

国際会長 Moon Sang bong 「私達は変えられる」“Yes,We Can change!”

る者はいない。そんなことをすれば、

アジア地域会長 田中博之（東京多摩みなみ） “ACTION！”

革袋は破れ、 ぶどう酒は流れ出て革

東日本区理事 宮内友弥（東京武蔵野多摩）「為せば成る」“No chaｌｌenge No fruit”

袋もだめになる。 新しいぶどう酒

東新部部長 神保伊知雄（東京むかで）「ワイズの楽しみは、今、そしてこれから。

は、新しい革袋に入れるものだ。そ
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太田勝人

［クラブ役員］副会長

うすれば両方とも長持ちする。」
（

クラブ会長

）

２０１９年３月例会
日時：2019 年 3 月 20 日（水）18:30～20:30
会場：まちだ中央公民館 調理実習室
会費：\1000 円
受付 松井優希
司会 尾張日出夫
点鐘
会長 太田勝人
ワイズソング
一 同
ワイズの信条
一 同
聖句朗読・感謝の祈り
会長挨拶
ビジター紹介
会食 ～感謝しつつ懇談します～ 一同
議事進行/アピール
担当主事・各員
閉会点鐘
会長
太田勝人
(出欠連絡 090‐2134‐2136 太田)

≪3 月強調テーマ：BF 解説≫
BF とは Brotherhood Fund の略で、BF 代表や国
際役員が公式の旅行をするために積み立てられる基
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方法が主力で
あったが、次第に現金による拠出が増えてきた。

会

「感謝、信頼、地固め、そして成長！」
為我井輝忠

計 松井優希

書記 尾張日出夫
担当主事 諏訪治邦

巻 頭 言
お陰様で多くのワイズメンのご支援、ご協力を頂いて
昨年 11/18(日)に“設立総会”、そして本年 2/24(日）に
“チャーターナイト”を迎え、私共の新クラブが発足致
しました。
１．私共は“ご縁”あって同時に入会したのです。皆さ
んが持っておられる“賜物”を活かして今後知恵を出
し合ってこの町田地域での存在感を高めましょう。
地域奉仕（CS）あっての新クラブ発展です。
２．一方、クラブの運営面では、
“ファンドづくり”が重
要なテーマです。皆さんと話し合って具体化して参り
ます。私共は任意奉仕団体でありますが、そこに
“Management”の視点を忘れずに運営して参ります。
３．こうしたことを踏まえて、私は会長主題として
「感謝、信頼、地固め、そして成長！」を考え、発表
致しました。皆さんと一緒にワイズ運動をしていく中
で“笑顔”
（Smile）が自然と出て、次に“輪”
（Ring）
ができ、それが広がっていって成長・発展して行ける
よう努力してまいります。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
会長 太田勝人

また“メネット”とは、Y’s Menettes の略で男
性会員のパートナーのことである。

≪今後の活動方針≫
１.町田地域での奉仕活動
①東京町田コスモスクラブとの協働で相乗効果を
出す
＊“ベテランティア”活動への参加
＊“子ども科学実験教室”への参加
＊町田市社協（玉川学園地区社協）との協働
＊町田地域夏祭り参加、出店、募金活動
＊町田 YMCA「市民クリスマスの集い」参加と負
担金提供
＊「希望の凧揚げ」－3.11 を忘れない（災害支援
啓発活動）
＊11 月“ボランティア祭り”、
“マチカフェ”参加

《

②その他、地域のニーズ選択、当方の体力も考えて
皆で相談
2.ファンドづくり（Fund Raising）に力を入れて当ク
ラブの財政健全化を目指す
①大島椿油・はちみつ/プロポリス の販売
②コンサートチケット販売
③山崎地区「グランハート、悠々の里」での“歌の
広場（仮）”
――会員の持つ賜物を活かし、全員で支援する
④その他全員で“知恵”を絞ってやれることをやる
（ 会長 太田勝人 記 ）

チャーターナイトのご報告

》

東京町田スマイリングワイズメンズクラブがチャーターナイトを迎えました
2019 年 2 月 24 日（日）町田市玉川学園“さくらんぼホール”にて 15 時より開始し、96 名（内 11 名が新ク
ラブの会員）の方々が参加されて「チャーターナイト」を迎えることができました。
第 1 部国際協会加盟認証状伝達式にて式辞を賜り、チャーターバッジを装着して頂いたときには会員一同皆さ
んと同じメンバーになったのだと感動致しました。
第 2 部祝会では新クラブのメンバー発案で皆様に感謝する「記念演奏」をもっておもてなし として式典を大
いに盛り上げたものと思います。
名誉ある Charter President として、「感謝、信頼、地固め、そして成長！」を会長主題として“決意表明”
をいたしました。皆様、引き続き新クラブへのご支援、ご鞭撻を頂けますようお願い申し上げます。
感謝しつつ、会長 太田勝人 記

さくらんぼホールでのチャーターナイト記念写真

撮影：東京むかでクラブ

伊丹一之様

♪東京町田スマイリングワイズメンズクラブのバナーをご披露
※チャーターナイトで当クラブのユニークなバナーをお披露目させて頂きました。
《バナーのコンセプト》
新クラブメンバー谷口美歩さんの発案のモチーフを基にデザインしました。
音楽に関わるメンバーが多いことから、音符をモチーフに選びました。
ベースカラーのイエローは心を弾ませ楽しい気分にさせます。
スマイリングクラブが地域の方を巻き込む存在となることをイメージして
デザインしました。
たくさんの笑顔と人の輪が広がっていくことを願っています。
《製作者プロフィール》佐竹 誠 (東京ベイサイトクラブ)
東京都江東区在住 育英工業専門学校卒業（現 サレジオ高専）工業デザイン科卒業
デザイン制作会社、バトンプロダクツ株式会社 代表取締役

《

スマイリング会員の抱負

》

「東京町田スマイリング ワイズメンズクラブ チ
ャーターナイト」を終えて
副会長 為我井 輝忠
2 月 24 日チャーターナイト（国際協会加盟認証状
伝達式）を終えてしばらく時間がたったが、今振り返
ってみると、感銘深いものがある。昨年 9 月に初めて
顔合わせをしてから何度も会合を重ねて、この日のた
めに準備をしてきた。
この認証式を終えて、当クラブは晴れて世界中の
YMCA 翼下のクラブとして誕生した。最初は一体どん
な活動をするのか分からなかったが、キリスト教精神
に基づいた社会奉仕やボランティア活動をすべくス
タートした。今後、他の会員の方々と共に地域に根差
した活動をしていくことが大いに楽しみである。
「ワイズを知って６ヶ月」
書記 尾張日出夫
半年ほど前の話です。玉川学園コミュニティセンタ
―運営委員会でご一緒している松香様からお声が掛
かり、準備委員会の資料を頂いたことがワイズを知っ
たきっかけです。それから僅か６ヶ月後に町田スマイ
リングワイズメンクラブのチャーターナイト第二部
でご挨拶させて頂くことになろうとは・・何か夢を見
ているようです。まだ短い触れ合いですが、多くの兄
弟クラブの皆様から熱心で心暖まるご支援を頂き、ま
た縁あってご一緒することになったスマイリングク
ラブの素晴らしい方々と共に働くことになった幸せ
を噛みしめています。これから迎える時正に春！皆様
と一緒に実のある活動に踏み出します。
「新しい葡萄酒には新しい革袋」
担当主事 諏訪治邦
聖書の中の言葉です。
私たちは今、新しい「スマイリングワイズメンズク
ラブ」という新しい革袋が与えられました。

その中に入れた葡萄酒は、保管の方法によりより良
く変わったり、期待ほどのもので無くなったり、様々
な変化があります。 私たちはこの「東京町田スマイ
リングワイズメンズクラブ」葡萄酒を私たちの革袋に
入れ、育てようとしています。
最初の歩みは小さくても、素敵な葡萄酒に変化させ
る力を持っています。どうぞ、皆さんとともに多くの
学びと喜びを実感できたら素敵な時間になると思い
ます。担当主事としての関わりですが皆さんと共に、
多くの学びがありますように新クラブに期待してい
ます。
「地域に仕える」
第二清風園 北川達三
「地域に仕える」を法人存立の基盤と捉えている第二
清風園で働いています。地域に目を向けたときに、私
は、どのような活動ができるのだろうか、そんな思い
を抱いていました。ワイズメンズクラブの理念と活動
を知り、仕事にも役立ち、視野が広がるのではないか
と興味を持ちました。クラブの活動と仕事を両立でき
るのか、不安はありましたが、スポンサークラブの皆
さまの暖かい言葉や法人の先輩方の後押しがあり、気
が付いたらチャーターナイトを迎えていた。加盟認証
状の伝達、ご祝辞を頂き、私自身がこの場に相応しい
人間なのか、再び、不安を感じましたが、これからス
マイリングクラブの仲間と共に行動していきたいと
思います。
「音楽を通じてお役に立ちたい」
竹尾信吉
音楽を人生の友として勉強や発表をしてきました。
ワイズメンズにおいても音楽を通してお役に立ち
たいと思い参加しました。まだまだ分からない事が多
いですが、素晴らしい皆様との交流を深め、若い人が
参加しやすい団体を目指し、財布に優しく、楽しく、
効率的な活動を目指して行きませんか？よろしくお
願いします。

「チャーターナイトを終えて」

「本当の意味での交流を」

会計 松井優希
元々興味のあった、ボランティア活動をしていると
いうことで、何度か準備例会に参加してお話を伺いま
した。その中で、様々な経験をされてきた方々のお話
を伺えることにもワイズクラブの魅力を感じ、新クラ
ブへの参加を決めました。
新クラブでは大変恐縮なことに、会計をさせて頂く
ことになりました。私自身今までこのような役職に就
いた経験もなく、皆様に助けられて何とか勤めていま
す。今回のチャーターナイトでもはじめての経験が多
く、本当に勉強になることばかりでした。今回学んだ
ことから少しでも皆様のお役に立てるように活動し
ていきたいと思います。
これから新クラブでボランティア活動や沢山の
方々とお会い出来る事がとても楽しみです。

城田教寛
昨年の 11 月に入会、みなさんと出会い、ご一緒に
チャーターナイトの準備に参画させていただき 本当
に感謝しております。
例会も参加させていただき、みなさんから建設的な
意見・アイディアが出され、
「できない！」ではなく、
「では。どうしたらいいと
思う？」みたいな感じで、仕事や日常生活のヒントに
なることがたくさんあります。
仕事の業種が特殊で、例会を欠席することもありま
すが、可能な限り参加したいと思います。
今後は活動を通じて、多種多様な方とコミュニケー
ションを取り、会社では味わうことができない、本当
の意味での“交流”をしていきたいと思います。

ＹＭＣＡ ＮＥＷ

《東京町田スマイリングワイズメンズクラブ・チャーターナイト開催》
2019 年春、東京町田市に新たなワイズメンズクラブが設立された。設立総会は昨年 11 月に行われ多くの方に
参加をいただき、今回のチャーターナイトを迎えた。
チャーターナイト（国際協会認証状授与式）は 2 月 24 日（日）に、玉川学園さくらんぼホールにて開催され
た。当日は、多くの来賓の皆様にもご列席いただき午後 3 時に開式し来賓あいさつ、認証状の伝達式・宣誓式が
行われ、太田勝人会長から 11 名の新会員の紹介がなされた。このクラブは、ボランティア活動を行うことを主
目的に町田地域に貢献のできるワイズメンズクラブを目指すものである。会の名前は、スマイルとリングをつな
げた造語であるが、私たちの微笑みが輪のようになってつながってゆくことを示している。
会員は、会長と担当主事以外は今まで YMCA の接点があまりない皆さんが集まった。中でも歌が得意な方や
山登りが得意な方、楽器演奏が得意な方など個々の個性が光る会員構成である。また、年代層も生き生きと地域
活動されているシニアの方から若くは大学生まで多岐にわたり世代を超えた交流と、お互いの切磋琢磨・自己実
現が行える場所として期待が集まる。
式典終了後は、懇親会が行われ、新クラブ会員の竹尾さん・谷口さんのショーマンシップあふれるコンサート
や飛び入りでの出し物などあり、手作りの和気あいあいとした会となった。
神奈川県町田市とも間違えられる地域性をもつ場所で、私たちがどのような種をまき、それがそのような実を
結ぶか、東京町田スマイリングワイズメンズクラブへの期待が集まっている。
担当主事 諏訪治邦

○例 会 日 第３水曜日 18:30～20:30 場所：まちだ中央公民館 6 階
○第 2 例会 第４日曜日 14:30～16:30 場所：まちだ中央公民館 6 階

町田市原町田 6-8
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クラブ

