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今 月 の 強 調 テ ー マ 

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.2019

【 ８月の巻頭言 】為我井輝忠 

8 月３日、多摩みなみクラブが中心と

なり、町田コスモスクラブそして我がス

マイリングクラブの３つのクラブが参加

して合同納暑例会を開いた。これまでに

ないほどスムーズに進行し、今後 10 月そ

して 12月にも開催する運びとなっている

が、これから大いに期待したい。 

 毎回単独で例会を持ち、何かを発信することは大

変難しいが、このような合同例会で互いの持ち味を

出し合い、欠けているものを補い、新たな視点で物

事を見られる機会は得難いものである。 

 9 月 11 日（土）は第 25 回東新部部大会が町田ス

マイリングクラブがホストとしてこれまで実施計画

してきたが、残念ながらコロナウィルスの蔓延で、

Zoom のみに変更し開催ということになった。多く

の方々が集まり、大きなイベントとなるはずであっ

たが、昨今の社会情勢を踏まえてやむ得ない事態と

なった。しかし、Zoom であっても、開催する意義

は変わらず、内容も変わらないので多くの方々の参

加を望んでいるところである。 

 この 8 月は例年にない暑さで 37 度を超えるような 

地域もあり、コロナ対策とともに今後のさらなる暑

さに対する自重が求められる日々である。皆様、十

分健康に注意し、暑さを乗り切って下さい。 

 

 

 

 

８月の強調テーマ：CS、YMCA､サービス、パートナ

ーシップ CS とは、Community Service の略で地 

域奉活動のことです。  

わがクラブは目下コロナ感染急増と変異株の猛威

の中にいますが、①みんなの歌声サロン in 悠々園

や、②成瀬台・野中ホールでの歌の会を通しての地

域奉仕活動をコロナが終息したら再開したいとの思 

7 月の在籍者 例会出席 出席率 BF ポイント ファンド 

 メン 10 出席 7 名、内当クラブ 5 名    現 金 0  スマイル 0 

 休会中 3  ビジター 2  切手（円） 0  オークション 0 

 メーキャップ    ゲスト 0         

合 計 7  出席率（％） 71  累 計 0  累 計 0 

２０２１年 

８月号 (第 2８号) 

今月の聖句 

平和を造る人々は、幸いである そ

の人たちは神の子と呼ばれる。  

マタイにより福音書 第５章９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 キム・サンチェ（韓国） 「世界と共にワイズメン」 

アジア・太平洋地域会長 大野 勉（神戸ポート） 

「100 年を越えて変革しよう」 

東日本区理事 大久保知宏（宇都宮） 

「私たちは 次の世代のために 何ができるか？」 

東新部部長  松香光夫（東京町田コスモス）  

「何 が問題か､どうしたら良いか､道は一つではない」 

クラブ会長 為我井輝忠 「感謝、信頼、地固め、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９月例会プログラム 

日時：2021 年 9 月 15日(水)19:00～20:30 

会場：Zoom にて開催します。 

（下記 URL をクリックしてご入場下さい）  

https://zoom.us/j/4745332601?pwd=Q2VqQ0Vqc05

6WlVFU3JnWWVzemlTUT09 

司会                          尾張日出夫 

１．開会点鐘        会長 為我井輝忠 

２．ビジター紹介 

３．諸報告など         太田  勝人   

４．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 

=TWxHYlJYMG0vMXNybWZicFpzY1JUUT0

9 

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。） 
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いがあります。昨年１０月１０日開催の部大会にて、

小川元東新部部長から「CS 事業表彰」を頂きました。 

会長も歌声サロンによる CS 活動以外に社協に加入

して次の柱を求めて活動中です。 

Y サービスとは、YMCA Service のことで YMCA

に対する奉仕を立案、実行するワイズメンズクラブ

の事業です。町田コスモスクラブは現在「わくわく

科学実験教室」「ベテランティア養成講座」などを 

開催して”町田 YMCA“－閉館されましたがその精

神を引き継いでー実施中です。皆さんもお時間があ

りましたら、ご参加ください。 

パートナーシップとは、世界 YMCA 同盟とワイズメ

ンズ国際協会との間で２０１１年４月１日付けで締

結した両社の協力関係の原則を定めたものです。ロ

ースターに原文と日本語訳が掲載されていますので、 

ご参照ください。                         

      （ 太田 記  ）

7 月初めから 8 月初旬に掛けて新年度・キックオフ 

の月である為、密度の濃い会議が多く、追い立てら

れるような忙しい月でした。 

１．スマイリングクラブ例会について 

町田スマイリングクラブの 7月例会は松香部長の公

式訪問を受け、ビジターの皆様のご参加も多く、盛

大な例会になりました。(19：00～21―：40） 

（１）参加者（下記の 18 名）（内訳・敬称略） 

＊松香部長の公式訪問 

＊主催：町田スマイリング：4 名 

太田勝人、尾張日出夫、城田教寛、為我井輝忠 

＊ビジター：14 名 

 世田谷：朝倉正昭、村野繁 多摩みなみ：石田

孝次、伊藤幾夫、深尾香子 東京：江口耕一郎、 

加藤義孝、佐藤茂美、菅谷一江、長澤山康 

東京むかで：伊丹一之、城井廣邦 町田コスモ

ス：松香光夫、権藤徳彦、 

（２）諸報告（太田勝人、為我井輝忠他） 

１）休会届の提出について 

①石井邦典さんが長期間休会しており対策中です。

（その後、９月以降休会することになりました） 

②竹尾信吉さんも暫く連絡が無く、対策中です。 

（その後、お仕事が忙しくてクラブの活動ができ 

ないため、５月に遡って休会扱いになりました） 

２) 松香新部長から主題の変更についご提案があり、 

7 月 27 日の評議会に於いて正式に決定されました。 

３）9 月 11 日の東新部大会を、ケータリングができ 

る市民ホールを使って開催すべく予約をしてお

りました。（その後、新型コロナウイルスの感染

拡大に伴い、リスクを避けて ZOOM による大会を

することになりました） 

４）3 クラブ合同例会を 2 ヶ月に一度実施すること 

になりました。8 月は多摩みなみクラブ、10 月は 

町田スマイリングクラブがホストクラブになりま

す。12 月は町田コスモスクラブがホストクラブに

なり、クリスマス会として開催します。 

５）会費納入への意識付けの為、ブリテンに会費

の納入について注意喚起のコメントを掲載してご

覧頂くことにしました。 

６）熱海・伊豆の災害支援募金とミャンマーの支

援について東日本区を通じて協力の要請がありま

した。皆様のご協力をお願いします。 

 ７）予てより懸案の町田市の社会福祉協会加盟に

ついて皆様の賛同を得られたので会費3千円を納入

しました。今後、私達が協力できる地区社協主催

の事業には積極的に協力していきたい。 

８）台湾で開催されるオンラインによる国際会議

が 8 月 14 日に開催されるので、興味のある方はお

申込み下さい。 

９）国際協会のアジア太平洋地域の大会とガイド

ラインの改正につい 8 月 25 日迄投票する予定です。 

10）ランドセルギフトプロジェクト活動について

当クラブとしても積極的に取組んで行きたい。 

11）7 月 6 日竹野美歩さん竹尾さんと玉川学園駅前 

で話し合いました。内容は主に 9 月 11 日の会場設 

営・公演の順番等に関する具体的な事柄でした。 

 12）9 月 11 日の第 25 回東新部部大会 の開催方法

については 8 月月初めに判断する。 

 （※ZOOM で開催することになりました） 

２．松香新部長のご挨拶など 

（１）公式訪問を頂いた松香部長のお話、新年度で

何をすべきか、各クラブにより自ずと異なるが、

「何が問題か、何をなすべきか、その方法は、一

つではないので、SDGｓの理念を以て取組み、仲

間作り進めれば良いと思う」と話された。 

（２）事業主査の城井廣邦から「楽しいことをやれ

ば人集まり、そこにコミュニティが生まれ、そこ 

からメンバーを増やせば良い」等々の示唆に富む

お話がありました。 

(３)部書記の権藤様から松香部長と共に東新部７ク 

ラブを訪問した印象について、むかでクラブが会員 

増で元気だと言うお話をされました。 

 

  例 会 の  報 告 な ど 



3 

 

 開催日：8 月 7日・8日：ユースの祭典 

アジア太平洋地域 ユースコンポケーション  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

ユースの祭典「アジア太平洋地域ユースコンポケ

ーション」が Zoom で開催されました。 

第 1 日目 

前半 フィリピンの弁護士でもあり経営者でもある 

アレックス・ジャクソンさんによるスピーチが行わ

れ、二つの問題を提示して頂きました。 

 

一つ目 

貧富の差の拡大 

全世界 8 人の大富豪の総資産が、40 億人の総資産

と同じというデータから 1990 年以降企業のグローバ

ル化に伴い役員・株主の報酬が高騰。逆に労働者は

最低賃金以下になる現状を報告。私の住んでいるフ

ィリピンでも顕著に出ているとのこと。 

 

二つ目 

収益増大のため（人間のエゴ）の巨大グローバル企

業による地球環境破壊の拡大 

 

この二つの問題から労働者である私たち大人たち

のストレス・疲れが増大。 

 

家族との会話の減少。そのため、愛情を持って思

いやりの言葉を発したり、笑顔の感じることができ

ない子供たちが増加。それが引き金となり、家族崩

壊（離婚 虐待を含む）・自殺・薬物依存などで苦

しむ子供たちも増加しています。 

 

このような“癌“と打ち勝つためには奉仕活動に

よって救いたいとおっしゃっています。若者だけで

はなく大人たちにも考えさせられる内容でした。 

 

後半 4つの分科会に分かれ、YMCAとワイズメンズク

ラブとのパートナーシップについてディスカッショ

ンを実施。ホストの山田公平さんから「根本的にコ

ミニュケーションが不足しているのではないか？」

と問題提起。ユースたちもそれに応えて建設的な意

見が出ました。 

ワイズメンズクラブは、ユースたちのサポートを積

極的に参加してチューター的役割として若者のアイ

ディアを取り入れ、その中で不十分なところを助言

して欲しい。そうすることによって新たなアプロー

チが生まれるのではないか？など 

 

懇親会 

オープニングとして参加者全員で曲に合わせてダ

ンスをみなさんで踊り城田も頑張りました！各参加

国による紹介ビデオが放映され日本は、よさこいソ

ーラン節でした。元気よく踊ってました。 

最後は、ゲームで締めくくり。ルールは、画面に

表示されたものを集める単純なものですが日本ユー

ス！？（利根川恵子さん！？）も頑張りました！！ 

 

第 2 日目 

ワイズメンズクラブ国際協会長からの挨拶から始ま

り、ワイズメンズクラブの活動の概要説明が行われ

たあとワークグループディスカッションが実施。テ

ーマは「今まで提示した問題に対して皆さんはどの

ような行動（活動）をしますか？」 

 

ユースのみなさんも建設的な意見が出ました。 

YMCA が主催するキャンプに参加してすごく勉強にな

った。 

 

人間形成に不可欠であると思う。もっと YMCA やワイ

ズメンズクラブ以外の外部へアピールできないの

か？ 

若者のアイディアとワイズメンズクラブの経験が融

合されれば最高！！ 

私の母が所属しているワイズメンズクラブには若者

がいません。会員は全て 40 歳以上。若者の参加が不

可欠です。 

ユースコンポケーション 

参加報告     城田 教寛 
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将来海外留学したくても資金がないどこへ相談すれ

ば良いかわからない。 

 

ワイズメンズクラブ自体を知らない学生が多く、大

学などとの接点がありません。また、ロータリーク

ラブなど他の奉仕団体との協力が必要かと思う。 

 

コロナ禍のため、不登校の児童・生徒が増加（家庭

内の事情）していて、自宅・学校以外の居所があり

ません。気軽に勉強などで立ち寄ることができるコ 

ミニティーハウス的な施設（自習室）があればいい

と思う。 

 

大人たちからも意見が出ました。 

ユースリーダーから YMCA に所属することはあっても

ワイズメンズクラブへ入会する会員はほとんどいま

せんなど、問題点が浮き彫りとなった。 

 

若者は、今後も活動できる場所を求めているし、逆

にワイズメンズクラブを知らない若者もいる。 

私たちワイズメンズクラブ会員は、お互い議論しあ

ってそれに答える必要があるかと思う。 

 

最後に、次期アジア太平洋地域ユースリーダ代表選

挙が開催され新しいリーダが決定しました。 

任期 2年。 

 

2 日間とも同時通訳があったものの生の英語を聞いて

改めて英語力のなさを痛感！！ 

やり直したいです。 

有意義な 2日間でした。 

 

以上 

                            

８月１日はキリスト教の世界では、世界平和を願った平和聖日です。

多くの教会では平和の祈りが８月に行われます。 

            イスラエルでも日常的にアラブとの諍いがあるのはご存じの通りです。

キリスト教の歴史において、イスラムとの対立は 2000年以上続いていう最大の難物であるといえます。 

どれが正しくて間違いがどれと言う断定ができないのは今までの歴史が証明しています。 

平和が一番であるとは誰でもが思うことだと思います。現在の私の仕事においても本当の平和と呼べる状況にい 

る方は数少ないのではないかと思うこともあります。この機会に、自分にとっての平和は何かを考えることも良 

いのではないかと思います。YMCA でも、この緊急事態宣言中の仕事に制約を受けています、関わっていただい 

ている皆さんの心の平和につながるように、細々ながら歩みを続けます。特に、子どもたちにとっての野外体験 

活動が思うようにままならないことは、今後に大きな影響が出るだろうことを想像します。 

９月には国際協力街頭募金を行う予定でいましたが、今年も中止させていただきます。 

また、チャリティーランも WEB での開催となります。 

皆様にはぜひご参加いただきますよう改めてご案内します。ご協力をお願いいします。 

                                            ( 諏訪治邦 記 ) 

 

 

 

                                   

 

 

                                 

 

 

これからの予定 

① 2021 年  9月 11日 (土)  第 25 回東新部部大会   13：30～17：00 

② 2021 年  9月 15日 (水)  スマイリングクラブ例会 19：00～21：00 

③ 2021 年 10月 16日（月)  合同例会 (Zoom例会）  18：30～21：00 

 

 

 

N 

yotei 

ZOOM 

会費納入のお願い 
☆ 7月から新年度になりました。クラブ会費のお振込をお願いします。 

☆ 振込口座は下記の通りです。 

○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) 

TEL/FAX 046-278-5120 

 


