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THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF Y's Men's CLUBS 

JAPAN EAST REGION TOHSHIN DISTRICT 
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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.2019 

【 １０月の巻頭言 】 

為我井輝忠 

１0月となり、２０２０年も残すこと３カ月未満

となった。早いものである。初めて体験したコロ

ナウイルス渦のために２月からこれまで思うよう

な活動らしき活動も出来ず、ここまで来てしまっ

た。こんな事態になるとは想像もしなかった。こ

れから日本の社会はコロナウイルスとの共存にど

のようにして進んでいくのだろうか。時にはマス

クを外して、この季節ならではの外の空気を存分

に味わいたい。 

 ２月から定例会が開くことが出来ず、Web 会議

システム Zoom を利用したオンライン定例会を７月

から３回開いてきた。これまで体験したことがな

いような画期的なオンライン開催で、大いに得る

ところがあったと言えよう。しかし、考えてみる

と、直接会って話をする対面式とオンラインでの

やり取りにはかなり違和感らしきものが感じられ

る。 

 オンラインだと確かに一箇所に集まらずに各自

の場から参加できるという便利さや気軽さがあ

る。しかも、物理的な距離があるので人前で話し

にくいテーマでも本音を出しやすい。普通なら自

己紹介から始まってそれだけで時間が取られてし

まうが、話が脱線しにくくなったというような利

点がある。しかし、一方では、話したことが分か

ち合えたかどうかわからない、その人の顔の表情

や雰囲気が見て取れない、伝達度が低いというよ

うなことを感じる。オンラインのやり取りでは、

相手の微妙な反応が分からず、感情の機微な反応

が取りにくい、立場や意見が異なる人間同士だ

と、互いの距離感を埋めにくい。いきおい、親し

い友人同士の会話になりがちである。私はこれま

で様々なオンライン会議に参加して、こうした点

を感じてきた。このようなことは私だけの思いだ

ろうか。 

 オンライン定例会は今後ともしばらくは続くこ

≪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 

今月の聖句 

互いに親切にし、憐れみの心で接し、神

がキリストによってあなたがたを赦してくだ

さったように、赦し合いなさい。あなたがた

は神に愛されている子供ですから、神に

倣う者となりなさい。 

エフェソの信徒への手紙 ４章 32節～５

章 1節 

2020年 10月例会プログラム 

日時：2020年 10 月 22 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．ゲストとビジター紹介  会長 為我井輝忠 

３．ハッピー・バースデー 

 ４．卓 話：「はち と はちみつ」 

        町田コスモスクラブ 松香文夫 様 

 ５．諸報告など 

６．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。） 

https://us02web.zoom.us/j/9543557863?pwd
https://us02web.zoom.us/j/9543557863?pwd=TWxHYlJYMG0vMXNybWZicFpzY1JUUT09
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とと思うが、うまく利用しながら良いところはど

んどん取り入れ、改善すべきところや気を付ける

べきところには十分に考慮しながら使い分けして

いくべきだろう。コミュニケーションの形は、今

後後戻りはしないだろう。さて、10 月定例会は果

たしてどうだろうか。 

【 今月の強調テーマ 】 

今月の強調テーマ：EMC/E, YES 

１．EMC＝Extension（クラブの拡張）,Membership（会 

員増強）、＆ Conservation（会員の維持啓発運動） 

の頭文字で、ワイズメン運動の拡大強化を図る絶えざ 

る課題として会員全員が努力を続ける必要のある大 

事なテーマです。 

特に２年後の 2022 年にワイズメン設立 100 周年を

迎え、目下全クラブが会員増強に力を入れる

“Change！ 2022” 運動を展開中です。 

当クラブも、①会費を安くして入会のハードルを低

くするとともに、②会員全員で“ファンドづくり”に

取り組んで行動中であります。この前向きなエネルギ

ーを持って、現在 1０名（2 名休会扱い）の会員を 15

名以上にして「歌声サロン in グランハート悠々園」

と「歌声サロン in 野中ホール」などへの奉仕活動

を軸にして、もう一つ町田市民のニーズ発掘と受け止

められる力をつけて、その結果会員仲間の交流と学び

を盛んにして参りたいと思っています。 

２．YES=Y’s Extension Support の頭文字で、新クラ

ブ設立の活動を支援するための地域（エリア）レベル

の基金です。各区から地域に拠出された献金は、地域

内の各クラブの設立支援資金及び地域レベルの拡張

のために用いられています。 

当クラブが 2019年 2月 24日にチャーターナイトを

迎えた時もこの「YES」基金から貴重な資金を頂いてス

タートしました。感謝します。     （ 太田 記 ） 

（９月の Zoom例会のご報告） 

９月もコロナ禍の為に集会がままならず、WEB 例

会となり、9 月 16 日（水）に開催（19 時～20 時 30

分）しました。参加者は、他クラブの参加者を含めて

総勢 10 名でした。（内訳・以下敬称略） 

他クラブ：江口、権藤、田中、松香、谷治、の５名、 

当クラブ：為我井会長、太田、尾張、竹尾、城田の５

名、以上合計 10 名。 

（議事内容要旨） 

１．為我井会長：権藤さんと第二清風園へ北川さんを

訪問し、入会して以来ブリテン等の情報が全く入って

いなかったこと等について報告がありました。 

２．太田さん：「Change!2022」運動で東新部として

2022 年までに 1246 名達成の目標があるとの報告が

あり、当クラブとしても対策を検討して行きたい。 

３．太田さん：①当クラブの音楽に堪能な人達のグル

ープ・ムジカコンソラータが演奏活動を通じて知り合

った方々の中から入会者を求めたい。②北川さんや石

井さんの介護施設や福祉活動に何がお手伝いできる

ニーズについてお聞きしたい。 

４．竹尾さん：ムジカコンソラータの活動報告 

（１）7 月 23 日にティア座間で感染対策をしてコン

サート主体で演奏会を開催し 20 名近い参加者があ

った。 

（２）8 月 30 日に大和シリウスで 120 名の会場に半

数の 60 名で演奏会を行った。 

５．太田さん：2021 年の東新部大会で会場とする町田

市民ホール第 4 会議室で 2021 年 9 月 18 日(土) に開

催されることについて詳しく説明を頂いた。 

会場の使用は午後であるが、午前中を含めて丸一日

会場を予約確保する。第一部を「学びと研鑽」、第二部

を「交流と親睦」、参加者 80 名、会費 4,000 円とした

い。会場が予約制の為、念の為、バックアッププラン

を用意しておく必要がある。予定参加者80名である。 

６．多摩みなみクラブ田中博之様からのお話 

（１）現在東京 YMCA の西コミュニテイの委員を担

当しており、YMCA の活動の現況について詳しくご説

明頂いた。 

（２） YMCA 第 14 回「ぺたぺたの会・昭和記念公園

ウオーク・11 月 15 日（日）」開催の昭和記念公園は

一年で一番美しい季節なので是非参加頂きたい。西

立川口から入園し、立川口から退出して、たましん

美術館（注）を見学する素晴らしいウオーキングに

なります。YMCA やワイズの活動の PR の機会でも

あり、多くの方々のご参加を期待しています。 

(注)開催中の「東洋古陶磁展」の最終日にあたる。 

※お申込は田中様へ ⇒ ( mla4060@nifty.com ) 
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（３）8 月 30 日にムジカコンソラータの公演を見学 

させて頂いたが、4 人の出演なのに圧巻の演奏会で

した。 

５．松香さん：次年度の東新部部長を務めることにな

りましたので皆様のご協力をお願い致します。 

６．最後に参加者の皆様からスピーチを頂いた。 

（尾張 記） 

【事務局からのご連絡等】 

１.１０月の例会も Zoom例会です。 

今月も３密を避け、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：10 月 22 日（木）19：00～21：00 

 ※当初 21日(水)の予定を一日遅らせました。 

（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 OK です。 

③参加方法：時間になりましたら URL（１頁の例会

プログラムに表示）をクリックして下さい。 

２．パヴァロッテイの～誰も寝てはならぬを楽しむ会～ 

  太陽のテノール・ルチアーノパヴァロッテイの名曲を聴

いたり一緒に歌ったり、楽しもうと言う集いです。 

   ※感染予防対策の上開催します。 

   日時：10 月 17日(土)14時～16 時 

会場：町田フォーラム・3階ホール 

参加費：2,000 円、ペアチケット 3,500円 

主催：誰も寝てはならぬを楽しむ会 

講師：伊藤潤（テノール） 

   木籔美歩（ソプラノ＆ピアノ） 

お申込：090-7639-0260（竹尾） 

メール：takeo@kxa.biglobe.ne.jp 

   （尾張 記） 

※以下はメルケル首相が 2020年 3月 18 日、新型コ

ロナウイルス感染症対策に関し、テレビを通してドイ

ツ国民に呼びかけた感動的な演説です。 

長文なので２回に亘って掲載させて頂きます。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

新型コロナウィルスにより、この国の私たちの生活

は今、急激な変化にさらされています。日常性、社会

生活、他者との共存についての私たちの常識が、これ

までにない形で試練を受けています。 

何百万人もの方々が職場に行けず、お子さんたちは

学校や保育園に通えず、劇場、映画館、店舗は閉まっ

ています。なかでも最もつらいのはおそらく、これま

で当たり前だった人と人の付き合いができなくなっ

ていることでしょう。もちろん私たちの誰もが、この

ような状況では、今後どうなるのかと疑問や不安で頭

がいっぱいになります。 

本日は、現下の状況における首相としての、また政

府全体としての基本的考えをお伝えするため、このよ

うに通常とは異なる形で皆さんにお話をすることに

なりました。開かれた民主主義のもとでは、政治にお

いて下される決定の透明性を確保し、説明を尽くすこ

とが必要です。私たちの取組について、できるだけ説

得力ある形でその根拠を説明し、発信し、理解しても

らえるようにするのです。 

本当に全ての市民の皆さんが、ご自身の課題と捉え

てくだされば、この課題は必ずや克服できると私は固

く信じています。 

ですから申し上げます。事態は深刻です。皆さんも

深刻に捉えていただきたい。ドイツ統一、いや、第二

次世界大戦以来、我が国における社会全体の結束した

行動が、ここまで試された試練はありませんでした。 

私からは、感染拡大の現状についてご説明するととも

に、政府や国・地方自治体の機関が、共同体の全ての

人を守り、経済・社会・文化の損失を抑え込むために

どのような取り組みを進めているかをお話しします。

さらにそうした取組において、なぜ皆さんが必要なの

か、一人ひとりに何ができるのかについてもお伝えし

たいと思います。 

さて、感染拡大に関してですが、これについて私が

お話しすることは全て、政府と、ロベルト・コッホ研

究所の専門家、その他の研究者、ウイルス学者の人々

との継続的な協議に基づいています。現在、世界中で

急ピッチで研究が進められていますが、未だ、新型コ

ロナウイルスの治療法もワクチンも開発されていま

せん。 

こうした状況において、あらゆる取り組みの唯一の

指針となるのは、ウイルスの感染拡大速度を遅くする、

数カ月引き延ばす、そして時間を稼ぐということです。

時間を稼ぎ、研究者に治療薬とワクチンを開発しても

らうのです。同時に、発症した人ができるだけよい医

療を受けられるようにするための時間稼ぎでもあり

ます。 

ドイツは、世界有数ともいえる優れた医療体制を誇

メルケル首相の演説・その(１) 

    ドイツ連邦共和国大使館 総領事館 提供 

mailto:takeo@kxa.biglobe.ne.jp
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っています。このことは安心材料ではあります。ただ

し、あまりに多数の重症患者が極めて短期間のうちに

搬送されるようなことになれば、我が国の医療機関も

対処できない状況に陥ってしまうでしょう。 

これは、単なる抽象的な統計数値で済む話ではあり

ません。ある人の父親であったり、祖父、母親、祖母、

あるいはパートナーであったりする、実際の人間が関

わってくる話なのです。そして私たちの社会は、一つ

ひとつの命、一人ひとりの人間が重みを持つ共同体な

のです。 

この機会に何よりもまず、医師、看護師、あるいは

その他の役割を担い、医療機関をはじめ我が国の医療

体制で活動してくださっている皆さんに呼びかけた

いと思います。皆さんは、この闘いの最前線に立ち、

誰よりも先に患者さんと向き合い、感染がいかに重症

化しうるかも目の当たりにされています。そして来る

日も来る日もご自身の仕事を引き受け、人々のために

働いておられます。皆さんが果たされる貢献はとてつ

もなく大きなものであり、その働きに心より御礼を申

し上げます。 

現在の喫緊の課題は、ドイツに広がるウイルスの感

染速度を遅らせることです。そのためには、社会生活

を極力縮小するという手段に賭けなければならない。

これは非常に重要です。もちろん、国の機能は引き続

き維持され、物資の供給体制は確保され、経済活動は

可能な限りの継続を図っていきますので、あくまでも

理性と慎重さに基づいて行っていきます。 

しかし今は、人々を危険にさらしかねないこと、

個々人あるいは共同体にダメージを与えかねないこ

とをことごとく縮小していかねばならないのです。 

人から人への感染リスクをできる限り抑えていかな

ければなりません。 

日常生活における制約が、今すでにいかに厳しいもの

であるかは私も承知しています。イベント、見本市、

コンサートがキャンセルされ、学校も、大学も、幼稚

園も閉鎖され、遊び場で遊ぶこともできなくなりまし

た。連邦と各州が合意した休業措置が、私たちの生活

や民主主義に対する認識にとりいかに重大な介入で

あるかを承知しています。これらは、ドイツ連邦共和

国がかつて経験したことがないような制約です。 

しかし次の点はぜひお伝えしたい。こうした制約は、

渡航や移動の自由が苦難の末に勝ち取られた権利で

あるという経験をしてきた私のような人間にとり、絶

対的な必要性がなければ正当化し得ないものなので

す。民主主義においては、決して安易に決めてはなら

ず、決めるのであればあくまでも一時的なものにとど

めるべきです。しかし今は、命を救うためには避けら

れないことなのです。 

（次号に続く）。

 

東京都区内でも、ＧＯ ＴＯキャンペーンが開始されました。東京ＹＭＣ

Ａでは、冬のスキーキャンプ等ができるかどうか、今のところ家族向けの

キャンプ等を開催しようと、各地域センターで策を練っているところです。ＧＯ ＴＯキャンペーンをキャンプ

のダイナミズムを味わう好機と考え、冬や新年の家族で参加できるプログラムの準備に入っています。 

 

補助金をもとにした、密にならない新しいキャンプのあり方・佇まいを考えています。どうぞご期待下さい。 

現在、私の担当はチャイルドケア事業部の児童館及きっずクラブ（3 カ所の学童クラブ）を担当しています。

4 月の赴任に、コロナのイレギュラーな運営時期がまだ続いており、本来の姿をまだ見ることはできません。 

都営住宅や高層のタワーマンションが点在する地域にある施設です。どのような場所に住んでおられても、時

折社会的に課題のある方たちの対応を行う場合があります。特に子どもたちは遊びの時間が大切です。コロナ

禍で、密の状態は避けろという事はありますが、遊びの場所を提供すること、子どもたちに寄り添う事を私た

ちの運営の中では、一番大切にされていることです。確かに対応の手間と時間はかかりますがそれが人気の秘

訣と考えています。子どもたちの伴走者になって共に走る。実践をする場所がここにあります。 

(諏訪治邦 記) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＹＭＣＡ  ＮＥWS 

これからの予定 
➀ 10 月 22日(木) 例 会 Zoom例会 19:00～ 

② 11月 18日(水) 例 会  開催方法は未定です。 

○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 
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