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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 

【 12 月の巻頭言 】為我井輝忠 

12月になったと思ったら、もうあとわずかで

2021 年が終わろうとしている。今年も昨年同様コ

ロナ騒動で明け暮れたと言ってもよい。今年は第

五波までやって来たが、この年末にも第六波が来

るかもしれないという予測もあっ

た。ところが、この時期になって

急に南アフリカ共和国から変異ウ

イルス・オミクロン株が新たに発

生し、あっという間に世界中に広

まってきた。日本でもすでにその

患者が発生し、広まる可能性が見

られる。 

 我がスマイリングクラブではこの一年、月一回の例

会以外に活動らしきものは何も出来なかった。断腸の

痛みである。来年は何かをと思うが、いつも計画倒れ

になり、まるで出来損ないの子供同様である。 

 11 日には三多摩合同クリスマス例会が開催された

が、残念ながら当クラブからは Zoom によるリモート

参加ということになった。キリストの降誕を祝う祝会

が多くの参加者により成功裏に終わったのではないか

と思う。企画実行された町田コスモスクラブの皆さん

に感謝したい。 

 これから本番のクリスマスを迎え、その後には新年

がやって来る。寒さも本格的になり、皆さんも健康に

は十分注意され、良き年をお迎えください。この一年 

の働きを感謝し、来る年にもご協力を賜りたいと願っ

ている。  

11 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 20 名、内当クラブ 5 名    現 金 0  スマイル 0 

 休会中 3  ビジター 14  切手（円） 0  オークション 0 

 メーキャップ    ゲスト 1         

合 計 7  出席率（％） 71  累 計 0  累 計 0 

２０２１年 

12 月号 (第 32 号) 

今月の聖句 

今日ダビデの町で、あなたがたの

ために救い主がお生まれになっ

た。この方こそ主メシアである。

あなたがたは、布にくるまって飼

い葉桶の中に寝ている乳飲み子を

見つけるであろう。これがあなた

がたへのしるしである。 

ルカによる福音書 ２章 11～12 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 12月合同例会プログラム 

日時：2021 年 12 月 11 日(土)19:00～21:00 

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://us02web.zoom.us/j/5908503983 

                議事次第 

１．クリスマス例拝        宮島牧師 

２．クリスマス祝会    司会（古市健） 
① 開会点鐘 会長 今村路加（町田コスモス） 

② ワイズソング          一同 

③ 開会挨拶 アジア太平洋 ASD   田中博之 
                (多摩みなみ) 

④ 出席者紹介           権藤徳彦(コスモス) 
⑤ 会長挨拶          各クラブ会長  

⑥ 演奏 独唱             竹野美歩 

     アンサンブル秋永真里子‣竹野美歩‣ 
竹尾信吉 

⑦ ハッピーバースデー挨拶 

⑧ プレゼント交換 

⑨ 礼拝献金報告 

⑩ 独奏  マリンバ  宇塚治夫/桑原良子 

⑪ 閉会点鐘          今村路加 
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【１２月の強調テーマ】：ＥＭＣ／ＭＣ  

ＥＭＣとは Extension Membership & Conservation 

の略で「クラブ拡張・会員増強・維持啓発」を意味し

ます。ワイズメンの運動に当たってＥＭＣは“もっと

も重要なテーマ”の一つであります。 

ワイズメンズクラブのスタートから２０２２年には

１００周年を迎え、世界の情勢、技術革新、価値観の

変遷等々大きなうねりの中で風雪に耐えて今日に至っ

ていますのもこの「ＥＭＣ」を第一優先に据えて先達

のリーダーたちが実践してきてくれたお陰で今日の

我々があるのです。 

東日本区全体を上げて目下「Change! 2022」運動を展

開していることは会員の皆さんにも伝わっていること

と思います。 

わが東京町田スマイリングクラブもコロナ禍の影響

を強く受けて「歌声サロン」活動が止まっていて会員

の減少、または休会者の増加となっていて逆風に遭遇

しています。会長の率先垂範の下に２０２２年１２月

末までに１５名に増強していきたい、との強い意志を

表明しております。その為にもコロナ禍ではあります

が、会長だけでなく会員全員で友人・知人や日常生活

の中で人のために何か役立ちたい との思いで活動さ

れている方々を積極的にご紹介下さるようお願いいた

します。 

（ 太田 記 ） 

 

 

 

                

１．11月 15 日（水）町田スマイリングクラブ例会 

（19：00～⒛：40）  

19時から Zoom にて開催。 尾張書記の司会の下に為

我井会長の開会点鐘、挨拶、ワイズソング、諏訪担当

主事による聖句朗読、会長からのビジター紹介、諸報

告のあと、大江浩さん（墨田区 興望館常務理事）に

よる卓話を 22 名のワイズの仲間と一緒にお聴きしまし

た。卓話の題は「 9.11 ら 20年〜故中村哲医師の働

き、そして私のアフガニスタン難民支援の現場か

ら」。 

  

簡潔にはまとめられませんが、“9.11から 20年を契

機に大江さんの NY での同時多発テロ並びにアフガニス

タンでの難民支援の調査の体験（2008 年 8−9 月）、そ

して故中村哲医師のアフガニスタンでの草の根の人々

と共に歩んだ苦闘の 20 年を振り返り共に生きる平和に 

ついて”熱く熱く語って頂きました。 

 

 その中でも故中村医師は「（アフガンの）現場を見

て“医療では人を救えない、水、自立、食べること、

自分は強くない弱いからこそ救うのだ” との信念の 

お持ちを伺いました。 

 

 また大江さんから“聖書には不条理な言葉が多い

が、その答えはない、たとえ話から・・ 

“考え続けなさい”とのお話も心に響くお話でした。 

 

 終わって、質疑応答に入り多くの方から謝辞を頂き

ましたが、中でも東京むかでの櫻井啓子メネット（ラ

ンドセルを永年アフガンの子供たちに贈る活動をされ

ている方）から「タリバン政権になってもこの運動は

継続してください」との確認を得たとの話しがありま

した。東京世田谷の小原武夫メンから「大江さんの卓

話を伺い、大変良い例会でした」と早速のメールをい

ただきました。 

 大江さん、本当に有難うございました！ 

  （ 太田 記 ） 

 

2．ＮＨＫ子育て講師：汐見稔幸先生の子育て講演会 

 2022年 1月 29日(土)10：00～12：00 

オンラインで開催されます。 

https//goo.gl/aEFxk2 

※詳細は別添をご覧下さい。 

 

 

 

 

 

東海道線のホームから太平洋を眼下に望む根府川駅 

が気になって立ち寄ってみました。そして関東大震災

の折りにこの駅に起きた悲劇を知りました。 

根府川駅の歴史 

この駅の生立ちを調べて見ました。最初の東海道本

線は小田原から沼津に至る険阻な地形を避けて国府津

から御殿場を経て沼津へと迂回して敷かれ、1889 年

（明治 22 年）に全線が開通しました。この時、古くか

らの温泉地として知られる湯河原や熱海が幹線鉄道か

ら置去りにされたのです。そこで海岸線の町村の住民

運動により、1895 年に人車鉄道（人力で押す鉄道）が

敷設されました。1907 年には小田原・熱海間に小型の

蒸気機関車が導入されて“熱海鉄道”になり、根府川

駅が誕生しました。この路線は全長約 23Km、駅数は

14 駅で、所要時間は約 3 時間半だったそうです。 

ちなみに現在の東海道線は 5 駅で所要時間 22 分です。

（新幹線だと 9 分） そして 1934 年（昭和 9 年）に丹

那トネンルが開通し、ついに沼津駅と国府津駅が海岸

ルートで結ばれたのです。 

関東大震災 

 1923 年（大正 12 年）9 月 1 日、関東大震災が勃発

し、ちょうど根府川駅に停車しようとしていた下り真

鶴行の列車が地滑りによって駅のホームごと眼下の海

中になだれ落ち、112 名が亡くなりました。その他に

例会の報告など 

根府川駅の悲劇 
この駅の生立ちを調べて見た。最初の

東海道本線は小田原から沼津に至る険

阻な地形を避けて国府津から御殿場を

経て沼津へと迂回して敷かれ、1889

年（明治 22 年）に全線が開通した。

この時、古くからの温泉地として知ら

れる湯河原や熱海が幹線鉄道から置去

りにされたのである。そこで海岸線の

町村の住民運動により、1895 年に人

車鉄道（人力で押す鉄道）が敷設され

た。1907 年には小田原・熱海間に小

型の蒸気機関車が導入されて“熱海鉄

道”になり、根府川駅が誕生した。こ

の路線は全長約 23Km、駅数は 14 駅

で、所要時間は約 3 時間半を要したそ

うである。ちなみに現在の東海道線は

5 駅で所要時間 22 分である。（新幹

線だと 9 分） そして 1934 年（昭和 9

年）に丹那トネンルが開通し、ついに

沼津駅と国府津駅が海岸ルートで結ば

れたのである。 

関東大震災 

 1923 年（大正 12 年）9 月 1 日、関

東大震災が勃発し、ちょうど根府川駅

に停車しようとしていた下り真鶴行の

列車が地滑りによって駅のホームごと

眼下の海中になだれ落ち、112 名が亡

くなった。その他にもほぼ同時に発生

した土石流により付近住民 200 名以上

が死亡または行方不明になった。関東

大震災では延 12 件の鉄道事故が発生

したが、根府川駅の事故の犠牲者が最

も多かったと記録されている。今でも

当時のホームが海中に沈んでいるため

絶好の魚礁となり、この辺りでは漁獲

量が多いそうである。なお、後年にな

って機関車は引き上げられてスクラッ

プになったが、ナンバー・プレートは

外されて埼玉の鉄道博物館に展示され

ている。この事故を忘れないため、改



3 

 

もほぼ同時に発生した土石流により付近住民 200 名以

上が死亡または行方不明になりました。関東大震災で

は延 12 件の鉄道事故が発生しましたが、根府川駅の事

故の犠牲者が最も多かったと記録されています。今で

も当時のホームが海中に沈んでいるため絶好の魚礁と

なり、この辺りでは漁獲量が多いそうです。なお、後

年になって機関車は引き上げられてスクラップになり

ましたが、ナンバー・プレートは外されて埼玉の鉄道

博物館に展示されています。この事故を忘れないため、

改札口の横に『関東大震災殉難碑』が建てられていま

す。この駅の寂しい佇まいに惹かれて根府川駅を撮影

する気になったのですが、その結果この地の悲しい歴

史を知ることができました。      （尾張 記） 

 

 
 

クリスマスおめでとうございます。 

キリスト教の世界では、１２月２５日が本当は一番大切な一日ですが、日本で 

はイブの２４日が大切な日になってしまっています。 

キリスト教の暦では１月の第一日曜までクリスマス週間（アドベント）が継続すると言う事で、多くの教会で 

は、ツリーの片づけはその日に行われることも多いです。 

今年の場合ですが１月２日にツリーを片付けたも問題ないと言う事になります。 

ＹＭＣＡでもクリスマスのお祝いを例年それぞれ行っていますが、昨今の状況で大規模に開催できないと言う事 

がありますので、各オフィスで小規模に開催と言ったところでしょう。 

イエスは、決して衛生的とは言えない馬小屋で生まれ飼い葉おけに寝かされていたと言われています。馬小屋の 

中での誕生が世界の光になります。 

その馬小屋の上には星が輝き、その光を目指し多くの人たちが集まりました。 

2000 年以上前の物語ですが、クリスマスの事を思うきっかけとなっていただけたら幸いです。 

 

さて、ＹＭＣＡでは次年度１月４日（火曜日）午前７時から新年早天祈祷会を行います。ＷＥＢでも参加いた 

だけますので、お時間がある方はぜひご参加いただければ幸いです。 

申し込みは東京 YMCA会員部へどうぞ。 

また、各教会に於いては、２４日に夜間クリスマス礼拝が行われるところもあります。ぜひ、お近くの教会へも 

足をお運びください。 

皆様、良いクリスマスと新年をお迎えください。新しい年がやってきました。皆様あけましておめでとうござい 

ます。 

                                          （諏訪治邦 記） 

                      

 

  

 

これからの予定 

○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 

☆会費は下記の口座にお振込下さい。 

 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) 

① 2021 年 12月 11日 (土)  3 クラブ合同例会     15：00～17：00 

② 2022 年  1月 8日 (土)  在京ワイズ新年会(別添参照)13：00～15：00 

③ 2022 年  1月 19日 (水)  スマイリングクラブ例会  19：00～21：00 

③  2022年  2 月 1 日  (火)  3 クラブ合同例会     19：00～21：00 
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