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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.2019 

【 10 月の巻頭言 】為我井輝忠 

 

 あっという間に 10 月を迎えました。

「光陰矢のごとし」と言いますが、人生の

後半を過ぎて身に染みる言葉です。 

この先どのようなことが待ち受けているか分かりま 

せんが、聖書の中（伝道の書）に 

 

「天が下のすべての事には時機があり、すべての技に

は時がある。生まれるに時があり、死ぬるに時があ

る。」 

 

と、このような言葉があるのを思

い出しました。 

今を生きることの大切さをしみじ

みと感じます。 

8 月には多摩みなみクラブがホス

トとして合同例会が開催されまし

た。２か月後の今回は 10 月 16 日(土)は、わがスマィ

リングが担当する合同例会です。   

前回のプログラムを参考にして計画していますが、

何分にも力不足のためたいしたことは出来ないと思い

つつ、２クラブのご協力を得て頑張りたいと思いま

す。合同例会は単独のクラブでは出来ないことを他の

クラブの支援の下で開催出来るメリットと共に各地域

のプログラムや取り組み等を知り、十分参考になるこ

とがたくさんあります。 

秋の夜長を Zoom ではありますが、今回は先の東新

部部大会の総括、喫緊のこと、今後のこと等、忌憚の

ない意見を開陳できれば幸いです。多くの皆様のご参 

加のほどお待ちしています。 

 

9 月の在籍者 例会出席 出席率 BF ポイント ファンド 

 メン 10   当クラブ   5  現 金 0  スマイル 0 

 休会中 4  ビジター 6  切手（円） 0  オークション 0 

 メーキャップ    ゲスト 0         

合 計 6  出席率（％） 83  累 計 0  累 計 0 

２０２１年 

10 月号 (第 30 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=Q2VqQ0Vqc0

56WlVFU3JnWWVzemlTUT09 

１．開会点鐘        会長 為我井輝忠 

２．ワイズソング 

３．今月の聖句 

４．ビジター紹介        為我井会長 

５．ホストクラブ会長挨拶     為我井会長 

６. 町田コスモス・多摩みなみクラブ会長挨拶 

７. 東新部部長挨拶           松香光夫会長 

８．部大会報告          太田委員長   

９．参加者全員からひとこと 

10. ハッピーバースデイ 多摩みなみ：綿引康司 

   町田スマイリング：竹野美歩、為我井輝忠  

11. 各種アッピールなど                   

12．閉会挨拶・閉会点鐘     為我井会長  

会場：Zoom にて開催します。 
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１０月の強調テーマ：EMC/E, YES について  

１．EMC＝Extension（クラブの拡、Membership

（会員増強）＆ Conse rvation（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

る課題として全員が努力を続ける必要のある大事なテ

ーマです。 

特に１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会員全員でコロナ禍のさなかにて制

約がありますが、“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、

会員を 15 名以上にして「歌声サロン」以外にもう一つ

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１１日（土）１３：３０からコロナ感染回避を

第１優先にして Zoomのみにて開催いたしました。７０

名もの多数の皆様にご参加を頂きました。 

第１部「学びと研鑽」をテーマにして権藤部書記の司

会のもと、松香部長による「開会点鐘」が Zoom 

上ではありますがきれいに鳴り響き、「ワイズソン

グ」を一同唱和して始まりました。 

続いてホストクラブ為我井会長から「歓迎の挨拶｝

を頂き、諏訪治邦担当主事による「聖句朗読と祈祷」

―ヨハネ福音書１７－２１－を頂きました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 司会者から本日のゲストスピーカー３名と東新部以

外の他部からの参加者を紹介した後、次のようなスピ

ーチを頂きました。 

＊「絆を深める時」東日本区理事 大久保知宏様、 

＊「アフターコロナとＹＭＣＡ」 東京ＹＭＣＡ総主

事 菅谷淳様、 

＊「国際協会/アジア太平洋地域の現況と新しい取り組

み」 元アジア太平洋地域会長 田中博之様 

続いて、加藤直前部長より①部長表彰と②ＣＳ事業

表彰の発表を東陽町ＹＭＣＡセンター会場より発表し

て頂き、松香部長による部長主題を中心とした力強い

挨拶にて第１部を終了いたしました。 

 

・・・・休憩に入る前に参加者全員で記念撮影をし

て、１０分間の休憩と致しました・・・・・ 

 

第２部は「エンターテイメントと東新部クラブ会長に

よる報告とアピール」をテーマに司会者が若き城田教

寛メン（東京町田スマイリング）に代わり、スタート

しました。 

冒頭東新部初代部長の持田二郎メンから「乾杯の音

頭」を頂き、参加者は Zoom 上にてお好きな飲み物をも

って乾杯をしました。 

 
終わるや否や次の「音楽のひととき」が盛り上げてく

れました； 

＊ヨーデル歌手・小山義和さんによる「アルペンホル

ン演奏とヨーデル」 

＊伊藤幾夫メンと竹野美歩メンによる「オカリナ演奏

―もののけ姫と見上げてごらん夜の星を」の２曲 

＊竹野美歩―小松仲史―武田夏也のトリオにて「祈り

―The Prayer」と「You Raise Me Up」の２曲を 

Zoom 上にて聴かせて頂きました。 

特に演奏を直接聞くリアルの場合と違って、Zoom上

でお聞きいただくために江口耕一郎メンと田中博之メ

ンのご指導あってうまくできましたこと、改めてお礼

申し上げます。 

続いて東新部各クラブ会長から、参加者数と活動状

況についてコメントを頂きました。 

その後、「アピールタイム」が司会者の巧みな運営の

もとに始まりました； 

①「大久保理事より第２５回東日本区大会」 

②「ホストクラブである東京クラブの比奈地会長より

第２６回東新部部大会」 

③「幹事となる東京むかでクラブの土井会長より在京

ワイズ合同新年会」 

④「部担当主事古市健さんによる YMCA報告」 

⑤「権藤メンによる東京町田 YMCAの活動について」 

⑥「相磯優子区ユース事業主任によるユース事業」 

⑦「小川圭一メンによるワイズ１００周年記念行事―

うたの募集」 

⑧「城井廣邦メンによる CS/Yサ事業」 

⑨「石田孝次メンによるプランター講座」等々をアピ 

今 月 の 強 調 テ ー マ 

第 25 回東新部部大会開催報告 
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ールして頂きました。 

次期東新部部長の深尾香子メンから「閉会の挨拶」

を頂き、実行委員長の太田勝人メンから 「お礼の言

葉」を述べさせていただき、「東新部の歌」を皆で 

唱和し、最後に「閉会点鐘」を松香部長からきれいに

流して頂き、閉会となりました。 

 

ご参加下さった皆々様、本当に有難うございました。 

また、ここまで準備してくれたワイズの仲間の皆さ

ん、有難うございました。 

以上  

第２５回東新部部大会実行委員長 太田勝人 記 

１.多摩みなみクラブ会長 伊藤幾夫 

今年度の私の会長主題は「楽しさを

シェアしよう！」です。一人よりも二

人、二人よりも三人、…楽しいことも

悲しいことも、信頼できる仲間が多く

いると一層楽しくなり、また慰められ

ます。とくに、私たちは今、コロナ禍

で「こころ」はしぼみがちです。クラ

ブは異なりますが、近くに信頼する仲間がいることに

よって力づけられます。よろしくお願いします。 

２．町田コスモスクラブ会長 今村路加 

  8月に今年度の新たな試みである３クラブ合同例会 

が開催されたくさんのワイズメンの

参加をいただくことが出来ました 

た。町田コスモスクラブは町田クラ 

ブとコスモスクラブが合同して現在 

に至るクラブです。 

 ワイズメンの高齢化やメンバーの 

少数化は大きな悩みです。なのでこの合同例会は近隣 

のクラブメンバと顔を合わせられる新たな試みとして 

楽しみにしています。 

どうぞ今後もよろしくお願いいたします。 

３．町田スマイリングクラブ会長 為我井輝忠 

 8月に多摩みなみクラブが中心とな

って三多摩合同例会が開催されました

が、10月はスマイリングクラブがホ

ストとして担当することになりまし

た。今回は、9 月 11日に開催した東

新部部大会の総括ということで、 

参加された方々や携わって下さった

方々を交えてお話合いが出来ればと思います。大会

は成功裏に終わりましたが、準備面では何度も何度

も変更を重ね、大変な思いをしてきました。そこで、

今後のために残すべき点や改めるべき点等話し合え

ればと思います。 

東新部大会から僅か 4 日後の 9 月 15 日に町田スマ 

イリングクラブの 9月例会を開催しました。成功裡に 

終了した大会でしたが、反省点もあって大会を振り返

る例会になりました。 (19：00～21：40） 

１．参加者 

※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：6 名 

  多摩摩みなみ：石田孝次、伊藤幾夫、東京：江口

耕一郎、町田コスモス：松香光夫、権藤徳彦、厚

木：小松仲史 

２．松香部長挨拶 

 過日の東新部大会が大成功になったことは喜ばしい 

結果になりました。 

私は今期初めて部長をお引受しましたが、スマイリ 

ングクラブの皆様、また他のクラブの皆様のご支援と 

ご協力を頂いて運営して行きたい。東新部は東京と新 

潟と合せて 7 クラブですが、更に増強して行きたい。

コスモスクラブは今まで 8 名でしたが、2名会員が 

増えました。明るいニュースとしてお知らせしました。 

城井さんが CS 事業の柱となって活動されており、私 

達も足並みを揃えて一緒に歩んで行きたい。 

３．諸報告（太田勝人、為我井輝忠、他） 

（１）東新部大会の御礼とご報告 

（２）10 月 16 日合同例会は反省の会としたい。 

（３）11 月例会は大江浩様に卓話をお願いしました。 

 卓話のテーマは、アフガニスタンで人道支援を行

う国際 NGO「ペシャワール会（Peshawar Kai）」の代

表・中村哲さんについてお話し頂きます。 

（４）新年会はむかでクラブの土井会長が起案され、

１月 8日（土）に東陽町で開催します。 

（５）YMCA からのご案内。熱海の災害支援のため、義

援金の募集があり、当クラブは１万円の振込みを予

定しています。 

（６）12 月は原町田協会の建て直しが終るので落成記

念を兼ねたクリスマス祝会に参加する予定です。 

（７）決算の報告。445,253円の繰越しになりました。

これは前期よりも 113,442 円増えています。要因と

しては前期の部費が免除されたこと等です。 

４．その他意見交換 

（１）為我井：11月の例会は Zoomにするか対面にする

かはもう少し待った方が良いと思う。コロナの感染

状況を注視する必要があります。 

（２）江口：東京クラブでの話です。会計は大変です。 

 書記も大変です、例会に来ると言ってこない人がい

る。来ない筈の人が来ることもある。だんだんルー 

ズになる傾向がある。会計と書記は負担が大きいの

で守らなければいけない。楽にする方法は徹底的に

杓子定規にすることも一つの方法である。会場費・

食事代は出席した人が払うと言うのも一つの方法で

ある。 

（３）小松：厚木ではお弁当は、いつも３つ位余分に

買っている。余ったら一個 500 円で買うようなこと

をしている。当クラブに会費の滞納はありません。 

  10 月の合同例会に向けて 

９ 月 例 会 の 報 告 な ど 
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（４）諏訪：メール交換は徐々に言葉がきつくなるの

で易しい文章で意思を交換しましょう。Face to 

face がベストですが、まずは、ピースアンドスマイ

ルで行きましょう。 

以上  

（尾張 記） 

11 月になると街はクリスマス装いになります。私は、アメリカで二冬生活した  

ことがありますが、１１月末のサンクスギビングディからクリスマスまでの期間、

毎週末はお祭りのようになったことを思い出しました。 

サンクスギビングデイは、日本でいう元旦のようなもので、バスや電車がすべて運休になったり、２４時間ス  

 ーパーが一時閉店したり、サービスがすべて止まってしまいます。 この時期の挨拶は「Happy Holiday！」 

どんな宗教であっても同じ挨拶です。とても素敵な表現だと思います。 

東京ＹＭＣＡのワールドワイドなパートナーシップの中に、フロストバレーＹＭＣＡがあります。先日、東京 

ＹＭＣＡよりスタッフが新たに派遣されました。 

このプログラムは、すでに４０年以上にわたり継続されています。多くの在ニューヨーク駐在員や、在米日本 

人社会のために、キャンプの提供や、日本文化の紹介を行って日本人社会を支えています。特に 9.11の後は、 

駐在員家族ケアのキャンププログラムなどを通して大切な役割を担いました。 

私が最初に訪れたのは、２００２年の冬でしたが、冬のファミリーキャンプなどを手伝い多くのファミリーと 

 触れ合いました。9.11であのビルから命からがら逃げた話などはとても気持ちが震えました。現在もあの体験を

されて方は、心に痛みを感じておられます。 

コロナで、キャンプ等に参加できない時期が続きました。日本にいる子どもたちと同じように、ストレスを感

じてしまっている、在米のご家族、子どもたちにとってかけがえのないプログラムになっています。他にも、バ

ングラ・カンボジア等に東京 YMCAとのパートナーシップがあります。 

この運営も含めて、国際協力街頭募金が毎年開催されますが、今年もコロナ禍で残念ながら開催できませんで 

した。来年こそ、ワイズの皆さんと新宿駅前で共に街頭募金が実施されますように！ 

                                          （諏訪治邦 記） 

 

 

 

 

                                   

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これからの予定 

① 2021 年 10月 16日（土)  合同例会 (ZOOM例会）  18：30～21：00 

② 2021 年 11月 17日 (水)  スマイリングクラブ例会  19：00～21：00 

③ 2021 年 12月 11日 (土)  合同例会 (日時・暫定）  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 

例会参加等申込先メール：howari3119@Kib.biglobe.ne.jp 電話：090-2248-8609 

 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 

口座番号 〇〇〇〇〇〇 

 

口座名 トウキョウマチダスマイリングワイズメンクラブ 

mailto:howari3119@Kib.biglobe.ne.jp

