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
２０２０年
９月号 (第 18 号)

T H E SMILE-RING

Chartered in Feb.2019

≪モットー≫

今月の聖句

『 強い義務感を持とう

「神は死んだ者の神ではなく、生きている

義務は全ての権利に伴う 』

者の神なのだ。すべての人は、神によって

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」

生きているからである。」

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！”

ルカによる福音書 ２０章 38

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！」

【 ９月の巻頭言 】
為我井輝忠
９月の声を聞くと、自然とこのような和
歌が頭に浮かんでくる。

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

あききぬとめにはさやかに見えねども
風の音にぞおどろかれぬる
（藤原敏行朝臣）

現実の諸問題をしつかり把握してこれに対処し、新
しく迎えんとする東京 YMCA の第二世紀に誤りなき
一歩を踏み出していきたいものである」
YMCA の第二世紀に生きるものとして、過去を知り、
現代に思いを馳せ、更に未来に羽ばたくためには本
書は大いに有益な書だと推奨したい。我が東京町田
スマイリングクラブも次の世紀まで生きながらえ
ることを祈念してやまない。

季節は少しずつ変わっていく。あれほど暑かった
日々が朝晩はすっかり涼しくなり、にぎやかに鳴い
ていた蝉の声もはや静かになってきた。もうすぐ本
格的な秋になる。
コロナウイルス渦のために、7，8 月とも Web 定例
会での開催となったが、9 月も同じく Zoom を用いて
の開催となる。直に顔を突き合わせての集まりでは
ないので、時には齟齬を生じたり、画面のずれ、不
具合等が起きたり、誤解が起きたり、顔が見えず、
声だけの参加の時もある。しかし、直接会うことが
出来ないこのような時こそお互いを思いやり、気づ
かいを示すことが出来る機会である。これからも大
いに活用すべきだと考えている。
先月、Amazon を通して「東京キリスト教青年会百
年史」を購入した。今読んでいる最中であるが、1980
年の出版になるので、東京キリスト教青年会（東京
YMCA）はもうすでに 140 年余の歴史があることにな
る。600 ページに及ぶ大著で、序文には次のように
書かれた興味ある部分がある。
「本書に於いて、その栄光につつまれた創成期、或
いは挫折に打ちひしがれた失意の時に、先人達がど
のように夫々の時代の問題に立ち向かい、YMCA 運
動を展開しようとしたか、身につまされる思いで読
まされるのであるが、我々は困難に際して常に望み
を失わず、開拓の精神を堅持して来た諸先輩の此の
100 年の史実に謙虚に学び、今我々が置かれている

2020 年 9 月例会プログラム
日時：2020 年 9 月 16 日(木)19:00～21:00
会場：ZOOM にて開催します。
（下記 UNL をクリックしてご入場下さい）
https://us02web.zoom.us/j/9543557863?pwd
=TWxHYlJYMG0vMXNybWZicFpzY1JUUT09
司会
尾張日出夫

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
５．ハッピー・バースデー（竹野裕之様 9 月.11 日）
６．諸報告など
７．閉会点鐘
会長 為我井輝忠
※ ZOOM につき一部省略させて頂きます。
※ 事前にクラブ事務局へお申込み下さい。
（申込み先については次頁をご覧ください。）
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―結果は竹尾―太田の間で約 40 分間直接電話で話し、
①主催はクラブでなくムジカ・コンソラータが主催す
るークラブには責任が及ばないようにするー、②演奏
者側は考えられるあらゆる感染防止策を取って行う、
③クラブは後押しとして補助金を出すーただし
10,000 円― の骨子を会長に報告して 7/20 に 3 か条
にて演奏者側に返事を送信しました。
（１）7/23（木・祝日）
「ティア座間」にて 17 名の参
加を得て実施した
（２）８/30((日)「大和シリウス」にて開催する
（３）今後の「催事」に関しては、今回のケースを踏
まえて「催事ルール」を明確化して混乱を防ぐよう
にするー8 月のブリテンに掲載
２．12 名全員の発言内容は録音していませんでしたの
で、正確ではありませんが、大枠はコロナ禍の中では
歌声サロンは控えて、リスクのあるものには飽くまで
も慎重に考えるべきである」というのが他のクラブか
らの参加者からの意見でした。
３．ただし、石田さんは「スマイリングクラブの会員
の中で音楽に秀でた方が多くおられ、スマイリング
と言えば音楽」という特徴を持ったクラブです。こ
れを活かして地域奉仕活動をされており、他クラブ
としても評価しています。
４．更に竹尾が石田に携帯で意見を伝え、それを石
田がその意見や感染防止策等を全参加者に伝えて開
催実行への理解を得ようと努力をされました。
５．あとは、第 2 期会計報告（概要だけ）
・新ロース
ター他配布・2021 年部大会実行委員長などを報告し
ました。
（ 太田 記 ）

【 今月の強調テーマ 】
9 月の強調テーマ： ユース事業
ワイズの信条 5 つある中の一つ「２．青少年のため
に YMCA につくそう」を例会開催の折り唱和いたして
おります。ここがロータリークラブなどと異なる重要
な点であります。
数年前でありますが、ワイズの事業領域を①地域奉
仕・Y サービス事業（CS）,②会員増強事業（EMC）、③
国際・交流事業、そして④「ユース事業」の 4 つにく
くり、現在に至っています。従いまして「ユース」は
重要なのです。
YMCA では、次世代を担う大学生のリーダー（夏のサ
マーキャンプや冬のスキーキャンプなどでお子さん
達をリードする人）をキャンプや色々なプログラムを
担当させてリーダーとしての自覚や経験を植え付け
ております。
１．国内の例：昨年 9 月 6 日（金）から 8 日（日）ま
での 3 日間「YVLF=ユースボランティアリーダーズフ
ォーラム」を東京 YMCA 山中湖キャンプ場にて開催さ
れ、リーダー40 名、カウンセラー５名、スタッフ 4
名、ワイズメン 21 名、合計 70 名が参加されました。
ワイズメンは 2 日目の昼 70 名分のカレーライス、他
を作り、若いリーダーに提供し、かつ毎食事ごとにリ
ーダーのいるテーブルに分散して入り、交流と活発
な議論をして大変盛り上げる活躍をしました。私も
過去 3 度山中湖のキャンプ場（ほかに野尻湖キャン
プ場もあります）に参加しました。機会がありました
ら皆さんも参加されますよう希望いたします。
２ ． 国 外 の 例 ： ワ イ ズ の 国 際 大 会 で は 、「 Youth
Convocation」が同時に開催され、世界各地から約 100
名集まり、合宿してテーマに沿って英語で議論して
国際大会の最終日の前夜にワイズメンに発表されま
す。私は台湾、台北での国際大会に参加した折 100 名
の若人のセッションに参加して実態を見て参りまし
た。
（ 太田 記 ）

【事務局からのご連絡等】
１.９月の Zoom 例会の参加申込みについて
今月も３密を避け、皆様がご参加し易いように東
京クラブ様から Zoom をお借りして例会を開催しま
す。皆様のご参加をお待ちしています。
（１）日時：９月 16 日（木）19：00～21：00
（２）参加申込：クラブ事務局・尾張まで
➀ メール：howari3119@kib.biglobe.ne.jp
② TEL： 090―2248―8609
※ご都合による当日の飛び込み参加も可です。
２.町田社会福祉協議会様よりマスクを頂く
９月３日にマスク 50 個とフェイス・シールド 5 人
分を当クラブへ寄贈していただきました。コロナウ
イルス防止のために役立ててほしいとのことです。
ありがたくお受けしました。（為我井会長）
３．第 24 回東新部部大会開催のお知らせ
今回の東新部部大会につきましてはリアル＆オン
ラインのハイブリッド方式で開催されます。大会へ
の参加は東陽町の会場へのリアル出席とＺＯＯＭ会
議によるオンライン参加とするかは各自の判断に委
ねられますが、参加の申込はクラブ単位で取纏めて 9
月 25 日までに申込みます。

【８月の Zoom 例会のご報告】
8 月はコロナ禍の中、WEB 例会となり 8/20（木）
19 時より約 2 時間開催しました。
参加者は、他クラブから（以下敬称略）松香、権藤、
深尾、石田、江口、長澤の 6 名、当クラブから為我井
会長、竹尾（音声のみ参加）
、尾張、諏訪、城田、太田
の 6 名、合計 12 名でした。
１．一番大きなテーマは「コロナ禍の中でも歌声・コ
ンサートを開催してお客さんに”笑顔“を！」目指す
演奏者側（竹野・竹尾）と「このような状況の中では
歌声・コンサートは控えるべき、コロナが落ち着いて
から開催したらよい、事故が発生したらだれが責任を
取るのか」という会長のご意見で”相違が出て“、ど
う対応したか、併せてこれを機会に他クラブの 6 名の
皆さんにも広く意見を聴こう、というテーマでした。
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（１）開催日時
10 月 10 日（土）14：00～16：30
（受付開始は 13：30 より）
（２）会場にご出席の場合：東京ＹＭＣＡ東陽町セ
ンター東京ＹＭＣＡホールにお越し下さい。
（３）オンライン参加の場合：各自のＰＣ、または
スマホ等から下記の通りご参加下さい。
➀参加方法：時間になったら下記ＵＲＬをクリッ
クしてください。
https://us02web.zoom.us/j/9543557863?pwd=TWxH
YlJYMG0vMXNybWZicFpzY1JUUT09
②スマホなどで場合によっては ID 等を要求された
場合には下記を入力して下さい。
◎ミーティング ID: 954 355 7863
◎パスワード: 7Uuuaj

ワイズソングのメロディはフィンランドの国民的
作曲家シベリウスの名曲フィンランディアの中の一
部からとったものです。シベリウスは１８６５年に
フィンランドのハメーンリンナで生まれ１９５７年
に同国ヤルヴェンパーで９１歳で亡くなりました。
１９世紀末に帝政ロシアからの独立の機運が高ま
ったフィンランドでは偉大な民族叙事詩「カレワ
ラ」
（英雄の国）が国民の愛国心の高揚を促し、シベ
リウスにとっても生涯創作の霊感の源となったと言
われています。「カレワラ」からの霊感を源として創
作されたフィンランディアと
言う曲はフィンランドにとっ
ては非常に大事なものです。
フィンランドはポーランドと
同じような境遇にありまし
た。隣国に巨大国ロシアがあ
り、常に危険にさらされてい
たものですから、ポーランド
のショパンなども同じ経験を
しており、愛国心が非常に強
いようです。フィンランディアはフィンランド人に
とっては非常に愛国的な音楽と言うことになって、
ロシアとフィンランドの国交が危機をはらんでいた
とき、敵愾心をそそると言う理由で演奏が禁止され
たこともあるほどです。今でもフィンランディアは
フィンランド人の愛国心をそそるものを持っている
ようで、ワイズメンズが最近北欧で世界大会を開い
た時にも、ワイズソングだけはやめてくれと言う話
があったと聞いています。
ワイズソングとしてはこの一つだけが生き残って
いますが、もともとはこの他にも幾つかあったよう
です。今のワイズソングがその一つとして選ばれて
歌われたのは、１９３２年ごろではないかと思われ
ます。この年のメロディがアメリカの長老派キリス
ト教の讃美歌集に採用されて、日本でも讃美歌２９
８で「やすかれ わがこころよ」と歌われていま
す。讃美歌に採用されたのには理由があるようで、
フィンランディアの曲の中に喧しい部分があります
が、この部分を機関銃の銃声などと受け取る人もい
るようです。そう言う激しい戦争を表現する曲調の
後でそれを和らげるような、ほっとするような感じ
のメロディが流れてくるのがワイズソングに採用さ
れたメロディで、そういう雰囲気から多少哀調を帯
びている感じがしないでもありません。
ワイズメンズクラブの創設者ポール・アレキサン
ダーはこの曲に合わせて Once more we stand を作
詞、以来ワイズメンズソングとして愛唱されていま
す。彼はワイズのスピリットをこの歌に託し、また
入会式式辞、役員就任式式辞にもワイズ運動の真髄
を記しています。

５．歌声サロンの開催情報
（１）「うたごえ in 大和市シリウス」開催
８月 30 日(日)にムジカ・コンソラータ主催、ス
マイリングクラブ後援のコンサートが開催されま
した。スペシャルゲストとしてトランペット＆オ
カリナ演奏者・茨木智弘氏をお招きし、お客様約
70 名の盛大な公演になりました。

（２）今後の予定
12 月 13 日に TEAR 大塚で再びオカリナ演奏者を
スペシャルゲストとして迎え、ムジカコンソラータ
第二回コンサートを開催する予定です。
（ 尾張 記 ）

ワイズソングの生い立ちについて
元東京まちだワイズメンズクラブ 景山允男様記
（厚木クラブのご厚意により掲載致します）
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東京ＹＭＣＡの、毎年秋の恒例行事「チャリティーラン」ですが、今年は
形を変えて実施することになりました。みんなで集まってランをするとクラ
スターの発生を招きかねません。そのため、スマートフォンのアプリを使い、歩いた距離で勝負をしようとい
うものです。蜜を避けながら、皆でつながる楽しみをみつけます。
詳細は別紙のとおりです。形を変えた新時代のチャリティーにご協力お願いします。
また、費用がなあ～！とお考えの方には個人参加型のプレイベントも開催予定です。1500 円で参加できるの
で、お申し込みをお待ちしています。
添付の詳細をご覧ください。多くの皆様のご協力をお願いいたします。
なお、2020 年水害の熊本地方を中心とした被災の子どもたちに対しての募金活動も実施しておりますので、
ＹＳの募金も併せてご協力いただければ幸いです。
(諏訪治邦 記)

ＹＭＣＡ

ＮＥWS

これからの予定

➀ 9 月 16 日(水)
② 10 月 16 日(水)

例 会 Zoom により開催します。 19:00～
例 会 開催方法は未定です。
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

4
046-278-5120

