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今月の聖句
求めなさい。そうすれば、与えられる。探
しなさい。そうすれば、見つかる。門をたた

『 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）

きなさい。そうすれば、開かれる。
（マタイによる福音書７章７節）

“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」

【 １１月の巻頭言 】

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

為我井輝忠
「光陰矢の如し」という言葉があるが、
最近つくづく時の流れの早さに驚いてい
る。２年前近隣の諸ワイズメンズクラブの助けや協
力を得ながら、町田スマイリングワイズメンズクラ
ブは産声を上げた。それからというもの様々な紆余
曲折を経ながらも現在まで微々たるものであるが、
その存在を地域の人々に示すことが出来たことと思
う。
しかし、今後さらなる発展を遂げるには現状に満足
することなく、次のステップへ向かわなければならな
い。そのためには我々はどんなことをする必要がある
のか。２年目を迎えるにあたって考えなればならない
ことがたくさんある。それにはまず会員の増強は言う
までもないことであるが、それにとどまらず今ある地
域との共存が必要ではないだろうか。
「地域に根ざした活動とは？そのために何が出来る
か？」等々、十分考えなければならないことがある。
現在、地域との関わりを示す活動といっても昨今のコ
ロナウイルス蔓延の中でほとんど出来ていないのが
現状である。町田での５年先、10 年先を見据えていか
なければならない。こうしたことを今後皆さんと共に
考え、行動することが出来ればと願う次第である。さ
らなる共励・共助を求めたい。

太田勝人

書記 尾張日出夫

担当主事 諏訪治邦

2020 年 11 月例会プログラム
日時：2020 年 11 月 18 日(水)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．卓話「フロストバレーの６年間」
東京世田谷クラブ 池田麻梨子 様
４．諸報告など
太田 勝人
５．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。）
月 10 日を記念してこの「11 月 10 日」を東・西日本区
では「ワイズデー」として、ワイズ運動の理解を一層
深めることを意図しています。
「ファミリー・ファスト」
：Family Fast。
「TOF＝Time
of Fast,断食の時」を家庭内や、クラブ例会や、知人・
友人に呼びかけて行う献金です。具体的には、2 月が
献金の月ですので 2 月例会で会食を犠牲にして、その
金額を（例会参加の会費 1,000 円などを）国際協会に
献金します。全世界のワイズメンからの献金を基に発

【 今月の強調テーマ 】
＜11 月の強調テーマ＞：
「ワイズ理解」
・
「ファミリー・
ファスト」
・
「ASF」
「ワイズ理解」：日本のワイズメンズクラブが初めて
国際協会に加盟した記念日であり、大阪ワイズメンズ
クラブが日本で初めて国際協会に加盟した 1928 年 11
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展途上国での、貧困からの脱却のための支援とか、手
に職をもたらす裁縫の技術習得などなどに何と約 4 千
万円ほど使われます。私共はその一員を担っています。
「ASF」
：Alexander Scholarship Fund(アレキサンダ
ー奨学基金)で、ワイズメンズクラブ創始者 P.W.アレ
キサンダーを記念して設置された国際協会の基金で
す。将来 YMCA 主事となろうとする青年への財的援助
を主たる目的に設置されました。東日本区では CS 資
金と合わせて「CS・Y サ・ASF 資金」として運営し、地
域奉仕社会事業、YMCA サービス事業、及び YMCA が行
う主事研修等に用いています。毎年区内で集められた
CS 献金、ASF 献金（2 月に実施しています）の 10%が国
際協会に ASF 献金として送金されています。
太田勝人

【 10 月の Zoom 例会のご報告 】
10 月もコロナ禍の為に集会がままならず、10 月 22
日（木）に WEB 例会（19 時～20 時 30 分）となりま
した。参加者は、9 名でした。
（内訳・以下敬称略）
他クラブ：コスモス（権藤、松香）、東京（江口､長澤）
、
八王子（小口）、埼玉（衣笠）
、玉川大学（田端）
、の 7
名、当クラブ：為我井会長、太田、尾張、の 3 名。
以上 10 名でした。

ジア太平洋地域直前会長から表彰されました。
３．なお、部大会では城田さんのトロンボーンと厚木
クラブの小松さん（トランペット）と「見上げてごら
ん夜の星を」を演奏して懇親会に華を添えました。
４．12 月例会で新入会者があればクリスマスに相応し
いと考えていましたが、コロナ禍の為 WEB 例会と致
します。
５．2021 年 7 月から町田コスモスクラブの松香光夫
様が東新部部長を務めます。松香様から依頼されたら、
前向きにお引受け下さるようお願いします。松香さん
は当クラブ創設に向けて実行委員長を担当され、物心
両面から支援して頂いた恩人です。
６．2021 年 9 月 18 日（土）13：30～、第 25 回東新
部部大会を町田市民ホール・第 4 会議室で行う予定で
す。実行委員長を太田が務めます。プログラムを準備
中ですので、追って皆さんにお知らせいたし、ご協力
をお願いする次第です。
７．
「ぺたぺたの会・昭和記念公園ウオーク」
前号でご案内した表記の昭和記念公園ウオークは・
11 月 15 日（日）の開催です。一年で昭和記念公園
が最も美しい季節なので是非参加下さい。
※お申込は田中様へ ⇒ ( mla4060@nifty.com )
（尾張 記）

【 事務局からのご連絡等 】
１.11 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：1１月１８日（水）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 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。
２．10 月 17 日(土）にパヴァロッテイのイタリアオペラ～
「誰も寝てはならぬを楽しむ会」が開催されました。舞台
と観客が一体となった素晴らしい公演でした。 講師：
伊藤潤(テノール）木籔美歩(ソプラノ）でした。
（尾張 記）

（講演内容）
特別講演としてコスモスクラブ会長松香光夫様の
ご専門である「ミツバチ・その生産物と私たちの健康」
についてご講義を頂きました。
１．ミツバチという昆虫の種類、２．ミツバチの暮ら
し、３．蜜蜂の生産物と私達の暮らし、ミツバチの行
動科学の研究でノーベル賞を受賞したカール・フォ
ン・フリッシュのこと等々の素晴らしいお話でした。
（議事内容要旨）太田様のご報告。
１．10 月 10 日に開催された部大会で当クラブは「CS
事業表彰」を受け、表彰状と金 25,000 円を頂きまし
た。2019 年 9 月から開始した「歌声サロン in グラン
ハート悠々園」への取組みが評価されたものです。ク
ラブ一丸となって取組みましたが、特に歌の指導者と
して竹野美歩さん、竹尾信吉さん、公演の PC 操作の
竹野裕之さんの働きを評価致します。
２．国際協会より、2019 年９月～12 月に実施した全
世界 100 日キャンペーンに 12 月に入会された竹野
裕之さんが該当し、10 月 10 日の部大会で田中博之ア

《 東新部・部大会

演奏についての回想 》

町田スマイリングクラブ 城田 義寛
2020 年 8 月
神奈川県某所で練習中のこと、
「城田さん、どう
しますか？やめますか？」、
「やらせて下さい！」、
これは厚木クラブの小松前会長とのやりとりで
ある。普段は優しいおじ様なのですが、こと仕事
と音楽に関しては厳しい人です。「少人数で演奏
するアンサンブルは厳しいのでそのつもりで・・」
2020 年 2 月 15 日
そもそもの経緯は「フレッシュワイズセミナー」
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での雑談から始まりました。多摩みなみクラブの
伊藤様「城田さんは趣味でトロンボーン吹いてい
るそうです」世田谷クラブの小川様「面白そうだ
ね。10 月開催の東新部大会で演奏してい頂きましょ

改め、時間を空けずに楽器を触ることを心がけまし
た。今の自分の技量では 1 曲が限度のため「見上げ
てごらん夜の星を」を選曲し、冒頭で述べた 8 月 2
回目の練習。その後、小松さんから言われた。
「よく頑張ったね！正直、能力はある！歌えるのだ
からできるよ！もっと練習しましょう！」それ以降
徐々に怖さから解放され楽になりました。
9 月、10 月
練習も 3 回、4 回と重ね、いざ本番。演奏の最後、
少しアクシデントはあったものの最後まで演奏でき
たのは良かったし、自信にもなったかと思います。
良い勉強をさせていただきました。
演奏後、小松さんより、「まだまだだけど、あなた
は必ずできる。自信を持とうよ！また一緒にやりま
しょう！！ 」
小松さんはじめ太田様、為我井会長、多摩みなみ
クラブ他サポートして下さった皆様に感謝申し上げ
ます。有り難うございます。
来年開催ホストは東京町田スマイリングクラブな
ので、ご要望があればレパトリーを増やして是非参
加したいと思います。

う！今回はアンサンブルなど演奏して音楽の魅力も
伝われば良いと思うね。もちろんワイズソング（シ
ベリウス・フィンランディア）付きで！」
城田「判りました。厚木クラブ小松さんもトランペッ
トを吹いているので一緒
でもいいですか？」
小川様「もちろん！」と二
つ返事。
「やるだけやって
みよう。まあなんとかなる
だろう・・・」
これが後日大変なこと
になるとは知る由もあり
ませんでした。太田さんと
為我井会長へ事情を報告。
小松さんへも報告。快諾し
ていただきました。
後にホストの多摩みな
みクラブから太田様経由
で、城田と小松さんによる
2 人でのデュエットでの
演奏が決定した。
7 月に小松さんから「技量を確認したいので来て欲
しい」と言われ 8 ヶ月ぶりに楽器を触り、演奏しまし
たが、全く音が出ない！吹けない！譜面が読めない！
自分の技量のなさに演奏は無理だと勝手に判断。
太田さん・為我井会長・小松さんへ辞退とワイズメ
ンズクラブの退会も申し出ました。その時に小松さ
んより言われた言葉（抜粋）
「一人で悩まないで出来ることをやり、出来ない
ことは学び、一緒に活動していく事が大切と考えま
す。自分をもっと信じて上げて下さい。そして、も
っと互いに勉強していく事が人生においてとても大
切な事だと気がついて欲しい！いちいちその場から
逃げるのはやめましょう！」
それから、とにかく練習をやるしかない！と心を

メルケル首相の演説・その(２)
ドイツ連邦共和国大使館 総領事館 提供
※以下はメルケル首相が 2020 年 3 月 18 日の新型
コロナウイルス感染症対策に関する演説（前号）の
続きです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
こうしたことから、今週はじめより、いくつかの重
要な近隣諸国との国境において、国境管理と入国制限
措置が強化されています。
大企業・中小を問わず企業各社にとり、また小売店、
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飲食店、フリーランスの人たちにとり、状況はすでに
非常に厳しくなっています。そしてこれからの数週間、
状況は一層厳しくなるでしょう。政府は、経済的影響
を緩和し、特に雇用を維持するため、あらゆる手段を
尽くす考えであり、このことを私は皆さんにお約束し
ます。
私たちには、この厳しい試練に直面する企業や労働
者を支援するために必要なあらゆる策を講じる力が
あり、また意思があります。
また、食糧供給は常時確保されていますので、どう
か安心していただきたい。たとえ商品の棚が一日空に
なることがあったとしても、商品は補充されます。ス
ーパーに買物に行かれる方に申し上げたいのですが、
ストックの買い置きが有意義であるのは、何も今に始
まったことではありません。しかしそれは、節度を守
ってこそ、です。商品が二度と手に入らないかのごと
く買い占めに走るのは無意味であり、結局、他者への
配慮に欠ける行為となります。
さてここで、感謝される機会が日頃あまりにも少な
い方々にも、謝意を述べたいと思います。スーパーの
レジ係や商品棚の補充担当として働く皆さんは、現下
の状況において最も大変な仕事の一つを担っていま

す。皆さんが、人々のために働いてくださり、社会生
活の機能を維持してくださっていることに、感謝を申
し上げます。
ここで、本日、私にとって最も重要な点についてお
話します。国がどのような対策を講じても、急速なウ
イルス感染拡大に対抗しうる最も有効な手段を用い
ないのであれば、それは徒労に終わってしまいます。
最も有効な手段とは、私たち自身です。誰もが等しく
ウイルスに感染する可能性があるように、誰もが助け
合わなければなりません。まずは、現在の状況を真剣
に受け止めることから始めるのです。そしてパニック
に陥らないこと、しかしまた自分一人がどう行動して
もあまり関係ないだろう、などと一瞬たりとも考えな
いことです。関係のない人などいません。全員が当事
者であり、私たち全員の努力が必要なのです。
感染症の拡大は、私達がいかに脆弱な存在で他者の
配慮ある行動に依存しているかを見せつけています。
しかしそれは、結束した対応をとれば、互いを守り、
力を与え合うことができるということでもあります。
正に、一人ひとりの取り組みにかかっているのです。
（次号に続く）

今月の聖句は耳ざわりの良い箇所です。
都合の良い聖句に見えるかもしれません。しかし、よく考えて下さい。自
分本位の祈りは、イエス・キリストの本意ではありません。本当に困ったときに心の底から湧いてくるものが、
神様に対する本当の意味での求めだと思います。
聖書には、たとえ話がふんだんに掲載されています。例えば、ブドウの木の話、取税人の話、など多くのたと
え話は、神様が私たちへ指し示す道を表しています。そのたとえ話をもとに、私たち YMCA スタッフは子ども
たちに伝える内容を考え、キャンプの朝の会などで話をします。
11 月の末になると、北米ではお別れの際の挨拶が変わります。元日までの挨拶が全て Happy Holyday !
に変わります。サンクスギビングデーから元日までの期間がその挨拶に代わります。
アメリカでは今、大統領選でそれどころではないと思いますが、11 月末の週末を迎えるとアメリカ人はソワソ
ワ落ち着いて仕事にならないようです。この時期の挨拶はどんな宗教も関係ない素敵な風習だと感じます。
最近の風潮として自分だけ！私たちだけ！と言う利己的な傾向が強くなっていますが、ノーマルなものの見方で
対応したいものです。
YMCA では、クリスマスの礼拝等は今年度は行なわないことになりました。仕方ないことかとかもしれません
が、そろそろ Face to Face したくなった時期かと思います。コロナの感染者は高止まりしています。もう少し
辛抱が必要なのかもしれません。年末を迎え皆様も健康に注意いただき、素敵なホリデーシーズンを！

ＹＭＣＡ

ＮＥWS

これからの予定

➀ 11 月 18 日(水) 例 会
② 12 月 16 日(水) 例 会

Zoom 例会 19:00～
Zoom 例会 19:00～（実施方法は検討中です）

○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

一之気付)
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