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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 Fe 

【 9 月の巻頭言 】為我井輝忠 

 9 月の声を聞きくと、あっという間に

潮が引くように暑さが後ずさりし、秋を

思わせる涼しさが感じられるようになっ

た。皆様、お変わりありませんか。コロナウイルス

が早く終息してほしいと願いつつ、はっきりした見

通しがないことへのイライラが募り、言いようもな

い焦燥感にとらわれてしまった。 

 第 25 回東新部部会も無事終

了した。当クラブがホストとな

り、1 年前には市民ホールの会

議室を借りて開催することを計

画したが、その後依然として落

ち着きを見せないコロナ感染状

況のために Zoom による Web 開

催となった。多くの方々協力を

得て、当初は到底考えられない

ようなこともでき、皆様に感謝

したい（詳しくは、別記の報告を見ていただきた

い）。 

 今度は 10 月 16 日（土）18：30 から三多摩合同例

会（多摩みなみクラブ、町田コスモスクラブと当ク

ラブ）が２回目の開催を予定している。前回、多摩

みなみクラブのご尽力で成功裏に終えることが出来

たが、今回は我がクラブが開催担当である。果たし

てどこまで盛り上げることが出来るかどうか。大い

に危惧しているが、これも皆さんのご協力が必要で

ある。今回は先の東新部部会を皆さんで総括しよう

ということで、良かった点や悪かった点など大いに

論じることが出来ればと思う。皆様のご参加をお待

ちしたい。 

 

8 月の在籍者 例会出席 出席率 BF ポイント ファンド 

 メン 10 合同例会・当クラブ 4 名   4  現 金 0  スマイル 0 

 休会中 3  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 7  出席率（％） 57  累 計 0  累 計 0 

２０２１年 

9 月号 (第 29 号) 

今月の聖句 

「あなたがたの中に、百匹の羊を持

っている人がいて、その１匹を見失

ったとすれば、99 匹を野原に残し

て、見失った 1 匹を見つけ出すまで

捜し回らないだろうか。 

ルカによる福音書 １５章 4 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 10月合同例会プログラム 

日時：2021 年 10 月 16 日(土)18:30～20:30 

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                             太田勝人  

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．クラブの運営について                   

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。     

 ※ 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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今 月 の 強 調 テ ー マ 
 

 

 

９月の強調テーマ：ユースについて  

ワイズメンクラブは活動方針の一つとして、

「YMCA をサポート」致します。 

その YMCA は次世代を担う若人・青年の育成をキ

ャンプや色々なプログラムを通して、経験を積み、

全 人教育を行っています。 

東日本区では、YMCA が山中湖キャンプを保有し

ていて“YVLF=ユースボランテイア・リーダーフォ

ーラム）というプログラムを実施しております。 

私共のクラブからもその開催費用の一部として献金

いたしております。 

更に、国際大会や地域大会の開催時に“ユースコ

ンボケーション”と称して世界中から代表の若人・

青年が派遣され、経済格差とか地球温暖化の問題と

か熱心に議論し、発表しあってお互いに学びあう機

会を設けております。 

 私自身も過去山中湖でのキャンプや台湾 台北で

の大会に参加して、青年の会合にオブザーバーとし

て出席したことがあります。 また今期はわがクラ

ブから城田ワイズが東新部 ユース事業主査として

活躍中で、ブリテンにも活動内容を投稿してもらい

ました。ワイズは素晴らしいことを行っています。 

 （ 太田 記 ） 

８月は第 25回東新部・部大会を目前にして、準備

に追われる慌ただしく忙しい一ヶ月になりました。 

１．合同例会の開催 

8 月 3 日（19：00～22：00）、多摩みなみ、町田

コスモス、町田スマイリングの 3クラブ合同による今

年度第１回の合同例会が ZOOM により開催されました。 

8 月の議長役は多摩みなみクラブの担当でした。 

 

・・・・・・・・ 第 一 部  ・・・・・・・ 

（１） 開会点鐘 

（２） ワイズソング唱和（ミュートにて） 

（３） 今月の言葉 

  多摩みなみクラブでは今月の言葉を決めており、

綿引康司氏が読み上げました。 

『私の目にはあなたは豪華で尊い。私はあなたを

愛している。』（旧約聖書イザヤ書より） 

（４） 出席者：21 名 

① ビジター：４名 

八王子クラブ：山本英二、小口多津子、中里敦

（YMCA）、東京クラブ：佐藤茂美 

② 多摩みなみ：伊藤幾夫、石田孝次、田中博之、

深尾香子、藤田智、綿引康司 

③ 町田コスモス：今村路加、加藤裕一、権藤徳彦、

田畑智子、富樫紀代美、松香光夫、谷治英俊 

④ 町田スマイリング：太田勝人、尾張日出夫、 

城田教寛、為我井輝忠 

（５）会長挨拶 

①多摩みなみ（伊藤）：今日は初めての 3クラブ合

同の会議になった。今年度から偶数月が合同例会

になり、皆様とふれあう機会が多くなり、結びつ

きが強くなり、結びつきが強固になると期待する。 

②町田スマイリングクラブ（為我井）：今、当ク

ラブは大変な危機にある。休会者：3 名，退会者：

1 名であり、弱小クラブになる恐れがある。各先輩

クラブの皆様のお知恵を借りたいと思う。 

③町田コスモス（松香）：もう少し仲間を増して 

活動をより積極的に進めたいと思っている。 

これからはニケ月に一度は顔合わせができるので 

期待しています。東新部は７クラブあるが、更に

仲間を増やし、組織をより大きくし

て行きたい。今日の例会は東新部ら

しさを広げて行ける良い機会だと思

っている。東新部のスローガンに沿

って活動を進め、SDGS の精神を以

て前進したい。 

（６）.各クラブメンバーのスピーチ 

①参加者自己紹介 

②各クラブ会員のスピーチより 

・多摩みなみクラブ：石田孝次氏よ

り「プランター栽培講座」第三弾の

ご紹介：ワイズの友人を含めて多く

の皆様のお声を掛けてください。 

 特に、このクラブはボランティア

によって成り立っていますので作業

に加わリ援けて頂きたい。 

※開催日時：９月 28 日 19 時～20 時 

・講師：藤田智先生による栽培講座を開催 

・参加費は実費でお願いする予定。 

・資金を余らせて、YMCA や地元の慈善団体に寄 

付することにしています。 

合 同 例 会 の  報 告 な ど 
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（７）ハッピー・バースデー 

今村路加（町田コスモス）、綿引康司（多摩み

なみ、城田教寛（町田スマイリング） 

（８）ニュースの発表：城田教宏さんより発表 

 ①ユースコンボケーションのオリエンテーション 

が 8月 7・.8日に開催されます。この座談会に参加

する同氏から概要について紹介された。 

②ユースリーダースフォ－ラムが 9月 11日 12日に

開催される。11 日は東新部大会なので、12 日に参

加します。 

（９）東新部の歌（ミュートにて唱和） 

・・・･･･・・・・・第 二 部  ・・・・・・・ 

（１）乾杯 

（２）グループに分かれてフリートーク 

 ※スマイリングクラブで休会中の方々への復帰へ

のお誘いなど。 

 ※和やかな談話も瞬く間に終り、21：30に閉会。 

（終） 

 

 

 

 

 

５年ほど前の年頭に鎌倉に出かました。本覚寺か

ら安国論寺までのんびり歩き、帰りにＪＲ鎌倉駅西

口(江ノ電鎌倉駅側)の公園を覗いて見ました。 

 ここに立ち寄ったのは米国の美術史研究家ランド

ン・ウォーナー博士の記念碑があるからです。ウォ

ーナー博士は日本の古都は貴重な文化遺産であるか

ら爆撃によって損なってはならないと進言して古都

を救ったと言われています。 

＊ウォーナー博士恩人伝説＊ 

 既に戦時中から“京都は世界的に貴重な文化遺産

であるから爆撃はされない”と言う噂があり、作家

志賀直哉の書簡にもそのことが書かれているそうで

す。戦争末期、空襲に怯え噂に縋るような空気の中

から、日本史や仏教古美術研究のため日本に住み、

岡倉天心とも親交があったことで知られるウォーナ

ー博士が恩人に仕立てられたと言うのが真相のよう

です。そして終戦を迎えてほどなく古都を救ったと

される博士を日本に招請して講演を依頼するなどの

ブームが起こりました。 

ウォーナー博士自身は、恩人だと言われるとその

都度これを否定しており、これがまた“東洋人の様

な謙譲の美徳”だと評され、或いは“大男に似ず謙

虚なはにかみやさん”などと朝日新聞で報道された

そうです。そして昭和３０年に博士が亡くなると直

ぐに“日本の古美術の保存に多大な貢献をした”こ

とにより勲二等瑞宝章を授与されています。 

そして博士の偉業を讃えて各地に記念碑が建ち始

め、昭和３３年に奈良、昭和４５年に京都と茨木、

昭和５６年福島、昭和６１年には鎌倉の駅前に建て

られるなど、全国では６ヶ所以上あるそうです。 

＊鎌倉駅西口駅前公園＊ 

 私はＪＲ鎌倉駅の正面（東口）に向かって右手の

ガードを潜り抜けて直ぐ左の公園に入ってみました。

記念碑が建つこの公園は三角形なので地元では鎌倉

駅前三角公園と呼んでいます。公園の三角形の頂点

のひとつに時計塔があり、その左にウォーナー博士

の立派な記念碑が建っていました。記念碑の上部に

は博士のレリーフ、その下には日本語と英語で次の

ような碑文が彫り込まれています。 

 ウォーナー記念碑        碑文 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

≪文化は戦争に優先する≫ 

 博士は日本古美術及び文化を研鑽し、造詣すこぶ

る深かった。太平洋戦争の勃発に際し氏は日本の三

古都をはじめ全土にわたる芸術的歴史的建造物には、

決して戦禍の及ばぬよう強く訴えた。 

そして日本の多くの文化財は爆撃を免れた。 

博士の主張の成果というべきであろう。 

 われら鎌倉を愛する有志相はかり、古都保存法制

定２０周年を機としてウォーナー博士が歴史と文化

の保護に示した強靭な意志を永く伝え学ぶ為に記念

碑を建てる。          

ウォーナー博士の記念碑を建てる会 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 博士の偉業を讃える素晴らしい文章ですが、文化

財を救う進言の事実は無かったと言われています。

ランドン・ウォーナー記念碑 

            尾張日出夫 
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古都が救われたのは広島・長崎の原爆投下によって

日本がギブアップしたことにより、次の投下目標だ

った京都が救われたのです。 

なお、調べて見たところ京都にも爆弾が投下され

た記録があり、被害は少なかったものの京都の西陣

などにはＴＮＴ火薬の普通の爆弾や焼夷弾が投下さ

れており、そのことを忘れてならないと言う記念碑

が平成１７年に建てられています。その碑文の内容

は下記の通りです。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

≪空爆被災を記録する碑≫ 

 昭和２０年６月２６日昼前、低い雲の上空に敵機

Ｂ２９の爆音が近づき、突然に傲然たる爆発音とと

もにすさまじい土煙が上がった。 （中略） 

 

 第二次世界大戦において京都市は非戦災都市とい

われてきたが、東山区高町大秦の三菱工場及び当地

域が爆撃をうけたものであり。当地域が最も大きな

犠牲者を出したのである。ここに戦後６０年を期し

て、この悲惨な空爆の事実を伝えるためにこの碑を

建立して後世への記録とする。 

  空爆被災を記録する碑の建立委員会 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

二つの碑文を並べてみると前者はきれいごとに過

ぎるように思えますが、ウォーナー博士が進言しよ

うがしまいが同氏が日本文化を大事にして下さった

ことは紛れもない事実なので、大切にしなくてはな

らないと思いました。色々考えさせられる記念碑見

物でありました。 

     （終）

                 インターナナショナルチャリティーランが開催されます。 

個人参加型の申し込み期限は、９月末日ですが、多くの皆さんの参加をお待ち 

しています。 

内容は４種類。①チーム参加型、②個人参加型のらくらくウオーク、③チームスポンサーとして参加する、 

④運動助勢スポンサーとして参加、個人参加は、おひとり 2000円です。（学生以下は無料となります。） 

この益金は、主に東京 YMCA 主催の障がい児者対象のキャンプや、リビー等のプログラム展開のために使用さ 

  れます。スマートフォンから簡単に登録いただけます。普段の散歩の歩数がチャリティーになります。 

詳しくは http://tokyo.ymca.or.jp/support/2021/07/20210713.html をごらんください。 

個人参加の開催日程は、10 月 16 日（土）から 22日（金）までの 7日間です。 

ご参加をお待ちしています。 

申し込み方法等の不明な方は、諏訪までお知らせください。ご登録方法等を詳しく説明いたします。 

                                             ( 諏訪治邦 記 ) 

 

 

 

 

                                   

 

 

                                 

 

 

これからの予定 

① 2021 年  9月 15日 (水)  スマイリングクラブ例会  19：00～21：00 

② 2021 年 10月 16日（土)  合同例会 (ZOOM例会）  18：30～21：00 

③ 2021 年 11月 10日 (水)  スマイリングクラブ例会  19：00～21：00 

④ 2021 年 12月 11日 (土)  合同例会 (日時・暫定）  18：30～21：00 

⑤  

 

 

 

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 

 

会費送金口座：〇〇〇〇〇〇銀行、店名・〇〇〇〇〇〇〇 

http://tokyo.ymca.or.jp/support/2021/07/20210713.html

