
２０１９年 

１２月号 (第 10 号) 

今月の聖句 

「見よ、おとめが身ごもって男の子を産

む。その名はインマヌエルと呼ばれる。」

この名は、「神は我々と共におられる」と

いう意味である。  

マタイによる福音書 １章 23 節 

2019年 12月例会プログラム 

日時：2019年 12月 18日(水)18:30～21:00 

会場：町田市民ホール    1階 第一会議室 

司会                           竹尾 信吉 

開会点鐘          会 長 為我井 輝忠 

ワイズソングと信条  一 同(伴奏：木藪美歩) 

ゲストとビジター紹介   会 長 為我井 輝忠 

聖句朗読・感謝の祈り       諏訪 治邦  

会 食 

入会式（竹野 裕之君） 

 ＊東新部 小川圭一部長からの祝辞 

 ＊バッジ装着 為我井会長より（入会キット） 

 ＊竹野さんからの一言 

オークション と音楽 

ハッピーバースデー 

スマイリング献金 

諸報告 

 ①ワイズ関係            為我井会長 

 ②YMCA 関係           諏訪 治邦 

閉会点鐘                為我井会長 
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【 １２月の巻頭言 】 

 為我井輝忠 

あっと言う間の 1年でした。もうすぐ 2019年が終

わり、新たな年を迎えようとしています。12月はクリ

スマスや新年を迎えるために何かと忙しい時期です。

そんな時ですからしばし時間に流されずに越し方・行

く末に思いを巡らすのも必要かと思います。 

 私にとって 2019年はこれと言って大きな出来事も

なく、平穏な一年でした。皆さんにとってはいかがで

したでしょうか。当クラブにとっては２月にチャ―タ

ナイトを迎えて、活動を開始し、以来様々なことを経

験してきました。今後どのように進んで行くかはこれ

からが勝負どころではないかと思います。幸いにして、

今月新たにフレシュな竹野裕之さんをメンバーに迎

え、新たな風を吹き込んでくれると期待しています。 

 12月例会はクリスマスをお祝いするためにいつも

とは異なります。それぞれ物品を持ち寄り、オークシ

ョンにかけ、その代金をクラブのファンドとすること

やクリスマスの歌を唄ったりします。その上、食事も

特別なものを用意しています。皆さんで大いに楽しみ

ましょう。 

【 今月の強調テーマ 】 

『ＥＭＣ／ＭＣ』 

ＥＭＣ＝Extension, Membership & Conservation

の略。“Ｅ”は新クラブ設立であり、“ＭＣ”は新会員

獲得と会員意識の高揚を意味するものです。 

ワイズメンとしては、「絶えざる課題」として努力

する必要があります。 

当クラブとしても①山崎地区でのグランハート

悠々園での歌声サロン、②成瀬台野中ホールでの歌声

サロンを開催して町田の地域にて音楽活動を行って

います。また一緒に歌うだけでなく、正しい呼吸法な

≪モットー≫ 

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 



どを学んで健康増進にも役立つことを行っています。 

その為にも手助けして下さる「会員」を引き付けて

入会されるよう意識を持つことが求められています。 

会長もこのことを意識して常に「巻頭言などで」皆

さんに語り掛けています。 

なお、“ＭＣ”の点で、東新部では「フレッシュワ

イズセミナー」を 2 月の土曜日に開催しています。積

極的にご参加下さいますようお願いいたします。 

                  （太田 記） 

≪ 11月の例会報告 ≫ 

11 月 20日（水）19：00～21：10 

＊会場  まちだ中央公民館 学習室 2 

＊会議資料 ①議事次第 ②ブリテン１1 月号 

＊議事進行 為我井会長の点鐘で開会し、太田直前会

長の司会で議事が進められた。今月の例会の主題であ

る卓話シリーズの第３回は、比奈地康晴氏（東京クラ

ブ）から BF 代表として歴訪された東单アフリカでの

体験談をベースに興味深いお話しを頂いた。 

 なお、卓話の前に太田直前会長から BF（Ｂｒｏｔｈｅｒｈ

ｏｏｄ Ｆｕｎｄ) とはBF代表が公式の旅行をする資金源とし

て全ワイズメンによって積み立てられる基金であり、比奈

地氏はこの基金に依り国際協会から派遣された訪問であ

るとの解説をして頂いた。 

１．卓話『ＢＦ代表として東单アフリカ４ヶ国を訪問

して』東京クラブの比奈地康晴氏 

東单アフリカ区の主要４ヶ国（ザンビア・タンザニ

ア・ケニヤ・ウガンダ）のワイズと交流のために現地

を周った体験をお話し頂いた。冒頭の挨拶は英語でユ

ーモラスな語り口で始まり、皆様を笑わせて喝采を浴

びました。なお、現地での滞在費と旅費は全てご当地

のワイズに負担して頂いたそうです。スタートはエチ

オピア航空でアジスアベバから出発し、ザンビアに向

かいました。なお、4 月初めからほぼ一ヶ月の日程で

訪問された東单アフリカ主要４ヶ国はいずれも嘗て

英国領であった国であり、今は英連邦の一員であり、

YMCA・ワイズメンの活動が活発な由縁です。 

各地を周った状況をプロジェクターを使ってお話

し頂いたのですが、お話し上手なので、まるで漫遊記

を語るように楽しくエピソードをご紹介頂きました。

ほぼ一時間経過したところで松井さんからお借りし

たパソコンのバッテリー切れでプロジェクターの映

写ができなくなり卓話が終了しました。いずれまたの

機会に続編をお話し頂きたいと思いました。 

２．その他の議題 

１）ハッピーバースデイ 

 今月は該当者が居りません。 

２）その他報告など 

①ワイズ関係については 為我井会長から報告 

②YMCA 関係については諏訪主事から報告 

 ◎12 月 14 日(土)市民クリスマスの集い 

   17：30～20：00 会場：原町田教会 

 ◎2020 年 1 月 11 日(土)在京ワイズ合同新年会 

   14：00～18：30 会場：東京 YMCA 

   各自でお申込み下さい。 

 ◎2020 年 1 月 14 日(火) 東京クラブ 1 月例会 

  18：30～20：45 会場：東京 YMCA 東陽町 

  講演：前川喜平氏『新時代の教育を考える』 

◎2020 年 2 月 1 日東日本区シンポジュウム   

   13：00～16：30 会場：東京 YMCA 

 ◎2020年 2月 15日東新部フレッシュワイズセミ

ナー スマイリングクラブにの方は是非参加

頂きたい。 

 ◎台風 19 号被害等報告書（宇都宮東クラブ） 

  11 月 12 日～16 日の克明な記録・報告 

３．スマイリング献金 有難うございました。 

皆様のご協力で 5,809 円 になりました。 

【出席者】メンバー：太田勝人、為我井輝忠、尾張日

出夫、木藪美歩、諏訪治邦、竹尾信吉、竹野裕之、 

松井優希 

東京コスモス：松香光夫、権藤徳彦、谷治英俊 

ビジター：（東京）比奈地康晴、江口耕一郎 

(多摩みなみ) 伊藤幾夫、石田孝次 (厚木) 川口知幸 

以上 16 名              （尾張 記） 

 

≪ 11月の第二例会報告 ≫ 

≪ 11 月の第二例会報告 ≫ 

11 月 29 日（金）12：30～14：10 

＊会場 まちだ中央公民館６F フリースペース 

＊会議資料 ①第二例会打合せ資料（太田作） 

１．会計の清算 

 スマイリング献金のクラブ会計への入金等、未清算

の資金について担当の松井氏に収支を依頼した。 

２．2020 年 2 月満一周年記念会の開催について 

 町田市民フォーラム３F のホールを使った記念会の

開催についての提案があり、推進する方向である。 

３．ブリテン 12 月号の編集方針 

 12 月上旬に発行できるよう原稿の分担と編集方法

について協議した。 

ブリテン上で 12 月 18 日の例会案内を行う。 

４．2020 年 1 月に在京ワイズメンズ合同新年会があ

り、当クラブの皆様はできるだけご参加頂きたい。 

５．7 月～12 月の会計報告は 1 月に行う 

６．12 月 23 日に第二例会を行う。 



1 月の卓話者 田中博之氏のプロフィール 

2019～2020 年度 

第 2 回 東新部評議会に出席して  為我井輝忠 

町田スマイリングクラブ 12 月例会 

＆クリスマス祝会へのお誘い 

【出席者】太田勝人、為我井輝忠、尾張日出夫、 

松井優希         （尾張 記） 

 

 

｛以下はご自身で書かれたプロフィールです｝ 

小学生 3 年生の時に神戸 YMCA のサマーキャンプ

に参加して以来、YMCA とは 57 年の関わりを持つ。 

2000 年に東京クラブ入会。東京クラブ会長、東日

本区国際・交流事業主任、東日本区 LT 委員長、東新

部部長、アジア地域会計、東日本区理事等を務め、2016

年に東京多摩みなみクラブにチャーター書記として

移籍。2018 年 7 月から 2020 年 6 月まで国際議員、ア

ジア太平洋地域会長。日本 YMCA 同盟評議員、常議

員、退職金・年金基金運営委員会委員長。東京 YMCA

西東京センターサポートチームメンバー。出身：兵庫

県宝塚市。趣味：写真、昆虫採集、猫、孫。 

11 月 16 日（土）、東京 YMCA 本部にて標記の東新

部評議会に出席しました。この会には 2 回目の出席と

なりましたが、2 回目にしてこの会がどういうものか、

またその役割と機構に関しても理解出来るようにな

ったと言ってもよいでしょう。 

今回の評議会は 2019～2020 年度のいわば中間点で、

前期の総括と後期への取り組みへのスタートと捉え

ました。そこで、私は町田スマイリングワイズメンク

ラブのこれまでの取り組みと今後の課題をレポート

させていただきました。これまで例会の充実と歌の広

場の開催という 2 本の柱で取り組んできましたが、前

者の充実を図るために講師を招いての卓話を行うこ

と、後者の地域での活動を活発化するという点に重点

を置いてきた。今後は会員の増強も必要となるであろ

う。このようなことを述べさせていただきました。 

皆様、日頃私共のクラブの活動をお支え下さり、心

から感謝申し上げます。 

本年 2 月に誕生した町田スマイリングクラブは、多

くの皆様のご支援のお蔭で成功裡に歳末を迎えるこ

とができました。また、嬉しいことに当クラブに新た

なメンバーが加わることになり、その入会式を行い、

併せて皆様にご用意頂いたお品でオークションを行

います。是非ご参加頂きますようご案内致します。 

   記 

  １．日時：12 月 18 日（水）18：30～21：00  

２． 会場：町田市民ホール第 1 会議室 

（音楽が演奏できるよう市民ホールでの開催です）  

※小田急町田駅西口から大通りを直進徒歩 6 分  

３． 会費：2,000 円  

４． クリスマス祝会の行事でオークションを行い

ますので 1,000 円相当の品物をご持参下さい。  

５．「竹野裕之」さんの「入会式」を行います。 

皆様のご支援のお蔭をもちまして、新たに一人

の会員増強が実現できました。  

以上、盛り沢山の内容ですが、音曲を入れて賑や

かで楽しい祝会に致します。是非ご参加下さい。 

 

 

 

 

11月 23日の第 3回歌声サロンに続いて 12月 8日に

は第 4回の歌声サロンを開催しました。山崎団地の

方々に周知を諮るため 10月に引き続き 11月もやまざ

きだんち新聞に PR記事を掲載しました。出演者は町

田スマイリングクラブ会員でバリトンの竹尾信吉さ

んとソプラノの木藪美歩さん、そして新宿の歌声喫茶

出身の白川伸和さん等の豪華キャストで公演し、お客

様の喝采を浴びました。歌声サロンは新年早々の 1月

5日(日)に開催しますので、是非ご来場下さい。 

 

 



ＹＭＣＡ  ＮＥWＳ 

第 14回 歌声サロン  in  野中ホール  

 

 

 

 

11月 23日に町田市成瀬台の野中ホールで第 13回

歌声サロンを開催しました。住宅地の中にいること

を忘れる地階の立派なホールは観客数 20 名強の収

容ができる広さです。当日はグランドピアノの伴奏

で季節の歌、唱歌など、演奏者とお客様が共々に時

間が経つのを忘れる楽しい演奏会でした。公演の後

はボジョレーヌーボで乾杯しました。 

 

次回(第 14回)公演のご案内★ 

日時：12月 21日(土)15時 30分～17時 30分 

★公演の後は 18時からクリスマス会になります。 

会場：野中ホール 

      町田市成瀬台 1丁目 2-27  

入場：限定 20名 

交通：バス停・成瀬台入口より徒歩 1分 

会費：ケーキ付 1000円   

 申込&連絡先：12月 14日迄に 

竹尾 090-7639-0260 又は尾張 090-2248-8609 

 

クリスマスおめでとうございます！2019 年は自然災害が多く発生し、地球

環境が少しづつ変化しているのを実感した年になりました。 

2020 年は天候や自然が人間に対して災いとならない年になるように願っています。  

その状況の中にも、皆さんに平等にクリスマスと新年はやってきます。クリスマスと言えば、イエスキリスト

が生まれた日と言われています。マリア母さんが身ごもって生んだ子どもです。ちょうど、人口調査を行うため

人々が町に人が集まっている時に馬小屋で生まれ飼い葉桶の中に寝かされていました。  

その上には星が輝き、その星を目印に多くの人たちが集まってお祝いをしました。粗末な馬小屋、飼い葉桶の

中に、輝く光に満たされて乳飲み子が寝ている。そんな光景を私たちは想像します。決した裕福な場所でもなく、

むしろ粗末と言えるほどの場所や状態で誕生したイエスキリスト。明るい日の当たる場所でもなく、遠くの街へ

出かけた先で生まれた子どもは、みんなに光を与える存在になりました。  

ＹＭＣＡでは、クリスマスを迎えるに当たり継続して行っている募金の他、様々な活動を継続しています。  

町田スマイリングワイズの皆さんも、益々地域や他のクラブの皆さんに光を与えることのできる存在になれば

良いと思っています。皆さんも、楽しいクリスマス 新年を！  

東京ＹＭＣＡでは、毎月 1 日（1 月は除きます）朝 7：00 より早い天祈祷会という朝の礼拝を高田馬場の山手

センターで行っています。 少し朝早いのですが、参加してみてはいかがですか？            (諏訪治邦 記) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○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 

 

これからの予定 

①12 月 14 日(土）クリスマス祝会 原町田教会        17：30～ 

②12 月 18 日(水) 例 会 町田市民ホール・第 1 会議室  18：30～ 

        ★竹野裕之さんの入会式 ◎オークション 

③12 月 21 日(土) 歌声サロン in 野中ホール(ｸﾘｽﾏｽ特集)    15:30～ 

④12 月 23 日(月) 第二例会 町田市民フォーラム第一学習室 B  13:00～ 

2020 年 

⑤ 1 月  5 日(日)  第 5 回グランハート悠々園歌声サロン    14：00～ 

⑥ 1 月 11 日(土)  在京ワイズ合同新年会会 東京 YMCA   14：00～ 

⑦ 1 月 14 日(火)  東京クラブ 1 月例会      東京 YMCA  14：00～ 

       講演：前川喜平氏“新時代の教育を考える” 

⑧ 1 月 15 日(水)  例 会 まちだ中央公民館・学習室２  18：30～ 


