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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 

「当クラブは町田市社会福祉協議会が奨励する“わくわくサロン”の公認団体です」 

 

THE  SMILE-RING   Chartered in Feb.20

【 ６月の巻頭言 】為我井輝忠 

去る６月１日に三多摩クラブ（多摩みなみ、

町田コスモス、町田スマイリング）の合同例会

が Zoom で開催された。現在、コロナ禍の中

で同一の場所で顔を合わせて例会を開くことは

不可能なので、このような形で合同例会が開催

できたことは大変有意義なことであった。さら

に今後、偶数月に持ち回りで合同例会を開くと

いう提案に対して私たちも大いに賛成である。 

通常ならば、ひとつの

場所に集って例会を開く

のがベストなことである

が、遠隔地の方々や移動

が出来ない方々にとって

このような Web 例会に

参加することはよい機会

であると思う。ただ、パ

ソコン等に慣れていない

高齢者や苦手な方々に対する対策の必要性も痛

感させられた。同時に、このような便利な

Zoom 利用に対して、私は一抹の危惧を感じる

ものがある。大学を始めほとんどの教育機関で

現在 Zoom による授業が行われているが、対

面授業にはない、大きな効果も得られていると

同時にその反面、顔と顔を合わせることのない 

ことからくる学生たちの不安や様々な不都合も

あると聞いている。 

しかしながら、翻って、我が三多摩合同の

Web 例会はまずまずの出来栄えであったので

はないだろうか。関係者の努力によって成功し

たと言ってよいだろう。先ずは皆様に感謝した

い。 

町田スマイリングクラブは６月も Zoom 例

会である。７月が新たな年度の出発月（キック

２０２１年 

６月号 (第 26 号) 

今月の聖句 

互いに忍び合い、責めるべきことが

あっても、赦し合いなさい。主があ

なたがたを赦してくださったよう

に、あなたがたも同じようにしなさ

い。 

コロサイの信徒への手紙 ３章 13節 

≪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 

2021 年６月例会プログラム 

日時：2021 年６月 1６日(水)19:00～20:30 

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 

３．諸報告など         太田  勝人   

４．今度のクラブ運営について                   

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。 

  

 

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 

３．諸報告など         太田 勝人   

４．卓話「私と登山と仲間達」 

   尾張日出夫                   

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。） 

例会出席 出席率

　メン 12 　例会出席9名、内当クラブ5名 　現　金 0 　スマイル 0

　休会中 4 　ビジター 4 　切手（円） 0 　オークション 0

　メーキャップ 　ゲスト 0

合　計 8 　出席率（％） 63 　累　計 0 　累　計 0

5月の在籍者 BFポイント ファンド

https://us02web.zoom.us/j/9543557863?pwd
https://us02web.zoom.us/j/9543557863?pwd=TWxHYlJYMG0vMXNybWZicFpzY1JUUT09
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旧大連聖公会教会 

オフ）なので 2020 年度の最後の例会となる。

今回は特別な講話はお願いせず、メンバー同士

の話し合いを中心に行う予定である。本来なら

ば他クラブのように総会を開いて総決算の時と

なるはずであるが、当クラブはそこまでの体制

が整っていないので、これまでの 1 年間の活動

報告、会計報告、新年度の計画などを話し合う

時としたい。ぜひとも皆様の参加をお願いした

い。 

６月の強調テーマ：評 価 

 昨年 7 月「キックオフ ほか」のテーマで為我井会

長体制の下でスタートした今期もはや 12 か月の経過

となりました。 

ワイズでは、期末の 6 月例会にて、①クラブ活動に

ついてお互いに”評価しあい“、②併せて”課題“を

認識しあって、来る 7 月からの新年度へのキックオフ

へと繋げていく事が６月の役割であります。 

あるクラブでは、6 月は評価しあうために、卓話を

なしにして一人一人発言して、この 1 年間の経験や、

ああすれば良かった等々語り合う例会をしているの

を知っています。 

本年は、新型コロナ感染拡大のため、６月例会を中

止せざるを得なかったのですが、期末に「評価」する

ことの重要性を噛み締めて考える月にして参りたい

と、思っています。  

今月のブリテンをお読みの皆様のご健康を心から

願っています。                      （ 太田 記 ） 

 5 月 19 日(水)、町田スマイリングの例会を開催し 

ました。(19 時～20 時 40 分） ※司会：尾張日出夫 

1． 参加者（下記の 9 名）（内訳・敬称略） 

＊主催：町田スマイリング：5 名 

太田勝人、尾張日出夫、城田教寛、諏訪治邦、 

為我井輝忠 

＊ビジター：4 名 

 東京：江口耕一郎、町田コスモス：権藤徳彦 

八王子：小口多津子、久保田貞視   

2．諸報告（太田勝人、為我井輝忠） 

1）為我井会長の尽力により中央公民館のロッカー 

を無償で借りて万国旗等を保管することになった。 

2）次年度も引続き町田社協の支援を受けます。 

3）7 月のブリテンに会費納入のお知らせを掲載する。 

4）6 月の例会は卓話に代え話合いの場にします。 

5 ) 8 月、12 月は合同例会にしたい。 

6）次期三役は為我井、太田、尾張が担当を継続。 

7）第 25 回東新部部大会の次第決定（チラシ別添） 

3．今月の卓話：「私の山と百名山」 

話題は尾張ワイズの登山歴と山の思い出でした。 

（ 尾張 記 ）   

前回、清水安三が北京で創設

した崇貞学園のことを紹介した

が、もう少し北京に来る前に彼

が最初に訪れた遼寧省大連と瀋

陽における彼の足跡と大連の日

本人教会について書いてみた

い。と言うのは私自身 1 年間大

連にいたことがあり、安三が関

係していたと思われる教会の礼

拝に出席したことがあったの

で、この教会そのものにも大い

に興味があったからである。 

 清水安三は 1915 年（大正４）同志社大学神学部を

卒業してすぐ兵役に就き、その後 17 年日本組合基督

教会から遼寧省の瀋陽に派遣された。日本から大連に

到着し、しばらくして瀋陽にある日本人教会に移動し

た。瀋陽では宣教師として瀋陽組合教会で働いた。翌

年には大連で彼は横田美穂と結婚した。しかし、翌年

北京へ留学のために移動した。２年程しか瀋陽にいな

かった。「北京へ留学」と書いたが、それはその頃中

国で起こった大飢饉の様を見て、飢えに苦しむ人たち、

特に幼い子供たちの窮状を目のあたりにして、生活の

支援と教育の必要性を知り、中国語の学習を学ぶ決心

をしたのである。 

安三は 18 年大連の教

会で結婚したと記録

されているが、しかし、

大連教会とあるだけ

で、正式な名称が分か

らない。恐らくそれ 

は当時の日本人教会

であった「大連聖公会教会」と思われる。 

現在は改名されて「玉光街礼拝堂」（英語名：Yugang 

Street Church）」という名で中国基督教協会の下で存

続している。私は 2 度この教会を訪ねてことがある。

いずれも私が大連に滞在していた 2008 年のことで、

知人の案内で日曜礼拝に出席した。最初はこの教会が

戦前に日本人を対象とした教会であったことは知ら

なかったが、2 回目の時にこの教会は「旧大連聖公会

教会」という名であったことを知った。 

礼拝に出て驚いたのは、どちらもたくさんの人が出

席していることであった。会堂内には入りきらず、外

今 月 の 強 調 テ ー マ 

 ５ 月 例 会 の  報 告 な ど 

中国とキリスト教をめぐって ② 

～戦前の大連日本人教会「旧大連聖公会教会」 

               為我井 輝忠 

瀋陽基督教会前での 

清水安三（ Wikipedia 

 より） 
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同教会の 1928 年（昭和 3）

の竣工時の記念碑 

の敷地内だけでなく教会の周りの道路にも説教を聞

く多くの人の姿があった。日本ではほとんど見かける

ことがない風景である。 

日本は日露戦争の戦勝によってロシアから大連の

統治権を移管し、1905 年から 1945 年まで大連の南半

分を祖借した。日英同盟の関係で大連市の一等地であ

る大広場（現在の中山広場）に英国領事館があり、そ

の敷地内に聖公会教会が置かれた。二代目礼拝堂が

1928 年（昭和３）年英国国教会と日本聖公会が合同で

この地に建設された。日曜礼拝は朝９時から英語で、

10 時半から日本語で行われていたそうである。 

第二次世界大戦後、日本の建物はすべて中国に接収

され、宗教関係の建物は他の目的に使用されるように

なったが、大連聖公会は半分が戦勝国・イギリスの持

ち物であったために、教

会堂として残された。中

華人民共和国成立後は、

玉光街礼拝堂と改名され

て、そのまま残された。 

1966 年から 77 年までの

文化大革命時には宗教者に 

対する迫害が行われて、教 

会堂としての機能は失せ、窓のステンドグラスも破壊

され、聖公会風の祭壇も取り壊わされてしまった。会

堂は子供たちの学習場として使われた。 

1980 年代初頭から礼拝が再開され、今では超教派の 

中国基督教協会の下で教会として機能している。 

礼拝に出席した折り、入口右側にある記念碑が置か 

れているのに気がついた。日本語（右側、縦書きで、 

  神の栄光の為 

此石を献ぐ 

昭和三年五月六日 

北京監督・神学博士 

フランシス・エル・ノリス 

とあり、左側には横書き、英語で 

  TO THE GLORY OF GOD 

    THIS STONE WAS DEDICATED  

  MAY ６TH, 1928 

    BY 

    FRANCIS LUSHINGTON NORRIS DD. 

    BISHOP IN NORTH CHINA 

と彫られている。日本語の方はほとんど判読できない

が（上記の碑文は建築当時の記録による）、英語の部

分は損傷がなく読むことが出来る。日本語の部分は恐

らく終戦時か文化大革命時に損傷されたのであろう。 

私はこの場所を訪れて、こんな風に日本人と関わり

のある教会が今でも存在し、綿々と中国の方々に引き

続いてきた教会を見ることが出来るのは、正に奇跡に

近いと言えるのではないかと感銘を新たにすること

が出来た。 

（参考文献：『清水安三と中国』(太田哲男著 花伝社 

2011 年出版）

 

2020 年度のワイズの年度も間もなく 終了します。この、1年は例会もやっと 

Zoom で開催できるようになりました。１年前では考えられないレベルになりま 

した。できなかったことができるようになる。幾つになっても嬉しく楽しくワク 

  ワクします。このコロナ禍が無ければ技術の習得の機会も無なかったかもしれません。東京 YMCAに於いても多く 

  の会議がここ 1年でリモートになりました。私たちスタッフも、リモート会議がうまく運用できるようになりま 

  したが、ワイズの皆さんもかなり熟練されてきたと思います。とは言え、フェイス・トゥ・フェイスの会議が一 

番なのはわかっていますが、緊急事態宣言の延長のためさらにそのような形の会議が遠のいているのを感じます。 

YMCA では、開催時期が未定ですが国際協力募金の街頭募金、およびチャリティランを計画しています。 街頭募 

金は以前は新宿駅などで行いました。チャリティランは木場公園を中心に行いました。今年も同様の形で行えると 

は思いませんが、形を変え実施をすることになると考えています。コロナでかかわりの薄くなった社会へのチャレ 

ンジを目指しています。開催決定になりましたら皆様には情報をお知らせします。個人で団体でご家族で参加でき 

るものなどの様々な参加方法が選べるようになると思われますのでどうぞご期待ください。 

2021-22の新年度もよろしくお願いします。                        ( 訪治邦 記 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これからの予定 

① 2021 年 6 月 16 日(水) 例 会 （Zoom例会） 19：00～21：00 

② 2021 年７月 21 日(水) 例 会 （Zoom例会） 19：00～21：00 

③ 2021 年 8 月 18 日(水) 例 会 （Zoom例会） 19：00～21：00 

④  

 

No 

yotei 

ZOOM 

○例 会 日 第３水曜日 19:00～21:00 会場：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  会場：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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