
 

 

 

 

 

 

 

 

 

《 3月号巻頭言 》 為我井 輝忠 

 

「光陰矢の如し」と

はよく言ったもの

です。最近はあまりにも時

間の流れが速すぎるような

気がします。あっという間

に 1日が過ぎ去ってしまい

ます。中学・高校時代は毎

日が大変長いような気がしました。一日が始ま

り夜寝るまで時間があまりにも長く感じられ、

時間というものは永遠に続くものなのかと思

いました。しかし、人生には限りがあったので

す。 

今年も早や 3月を過ぎました。あっという間で

す。今月の例会は、当クラブの担当主事をして

いる諏訪治邦氏の「YMCA は何をしている団

体か？YMCAが好きになる話し」というテーマ

で話していただく予定です。氏は長年 YMCA 

で育ち、働き、すべてを見てきました。体験を

もとに今後のあるべき姿を話していただくこ

とを期待したいです。皆様のご参加をお待ちす

る次第です。 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《モット―》 

『強い義務感を持とう 義務は全ての権利を伴う』 

国際会長 キム・サンチュ（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年を超えて変革しよう」 

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  松香光男（東京コスモス） 「何が問題か、どうしたらよいか、 

    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、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 

 

 

 

 

 

３月例会のプログラム 

＊開催日と時間： 

３月１６日（水）１９：００－２１：００ 

＊開催形式：Zoom オンライン 

（下記 URL をクリックしてご入場下さい）  

https://zoom.us/j/4745332601?pwd=Q2VqQ0V

qc0 56WlVFU3JnWWVzemlTUT09 

            司会：太田勝人 

１．開会点鐘     会長 為我井輝忠 

２．聖句朗読と祈祷  担当主事 諏訪治邦 

３．参加者紹介    会長 為我井輝忠 

４．卓話：「YMCAは何をしている団体か？ 

      YMCAが好きになる話し」 

      卓話者は 諏訪治邦氏  

５．諸報告：     会長 為我井輝忠 

６．参加者全員より一言 

７．閉会点鐘     会長 為我井輝忠 

 

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF Y’s Men’s CLUBS 

JAPAN EAST REGION TOHSHIN DISTRICT 

TOKYO MACHIDA SMILE-RING Y’s Men’s CLUB 

《今月のことば》 

隣人を自分のように愛しなさい。 

（マルコによる福音書 12章 28節） 

2022年 

3月号（第 32号） 

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に所属する公認団体です」 

THE SMILE-RING Chartered in Feb.20, 2020 

お知らせ： 当クラブの書記をされている尾張日出夫さんの奥様朝子さんが 3月 4日早朝に逝去されました。 

享年 74歳でした。ご冥福をお祈り申し上げます。 

―１－ ―１－ 



 

３月の強調テーマ： 「CS」と「ワイズメネット」 

「CS」: Community Service の略で地域社会・隣

人奉仕活動を指します。 

大は地球社会、小は地域社会の隣人への奉仕活動で、

各クラブは東日本区・東新部の CS 活動に参加すると

共に、関係する YMCA（東京 YMCA）の求めに応え

る奉仕の実践活動でもあります。東新部では、毎年各

クラブの CS活動を評価して「CS活動賞」を設けてい

ます。 

 

「ワイズメネット」： 男性会員のパートナーのこと

です。東日本区では「メネット会」があり、ワイズ活

動を支援するための組織体です。具体的には各クラブ

からメネット支援献金を募り、絵本を YMCA を通し

て贈る活動などを行っています。東新部では、「メネッ

ト連絡委員」を置いて支援しています。 

（文責： 太田 勝人記 ）  

 

 

 

 

 

2月の第 2例会報告―松香東新部部長の「後期

公式訪問」を迎えて 

 

＊日時：2022年 2月 5日（土）18:00－20:00 WEB

にて開催 

＊出席者：松香光夫部長、佐藤茂美元監事、権藤徳彦

部書記、為我井輝忠会長、城田教寛、諏訪治邦、太田

勝人（計 7名） 

為我井会長の開会の挨拶に続いて、以下の項目を打ち

合わせた。 

１．3月例会について：諏訪さんによる「YMCAをよ

りご理解していただくために（仮）」と題して卓話を企

画しているが後日確約を得て、正式発表をする。 

２．4 月例会：3 クラブ合同例会のホストクラブとし

て「寺沢邦彦氏（アメリカ・アイオワ州ワートバック

大学准教授で目下来日中）に依頼済み。後程本人のプ

ロフィールや卓話題を決めて会長より報告する。 

３．12月「市民クリスマス祝会」にてホストクラブの

努力で剰余金が出て 3クラブにそれぞれ 5,679円返金

され、入金も確認した。 

４．町田スマイリングの次期役員体制を決定し、次期

部長に報告した。 

  会長＝為我井輝忠、書記＝尾張日出夫、会計＝城

田教寛（会長も補佐） 

５．ブリテン発行：現状から見て町田コスモスクラブ

さんに（特に権藤さんに）支援して頂きブリテンの作

成と発行を継続する。 

６．その他：① 2/12（土）１３：３０からWEBでの

「EMC セミナー」開催と参加者の確認をした。②ミ

ャンマーYMCAへの支援・献金で 10,000円拠出する

ことを決定。 

 

 「松香部長よりの挨拶」：東新部の「新」は新潟の

頭文字であり、過去 2つのクラブがあったが、閉

鎖となってしまった。是非今期に糸口を見つけて

確認し、次期部長に引き継ぎたい。 

 

その後会長から各人に意見発表を願い、以下のような

前向きな発言があった。 

「城田さんより」：わがクラブの危機打開を考えてい

る。クラブの目的は単なる人集めでなく、町田地域の

“課題やニーズ”をつかみ、それに向かって皆で共有

し、行動していくことが目的である、との意見に参加

者全員共感した。 

「諏訪さんより」：YMCA に入職して神田時代にワイ

ズの谷治さんに励まされた。YMCAでの教育は“左手

に聖書（キリスト教の愛の精神）、右手にそろばん”と

教えられてきた。3 月例会にて多忙であるが日程を調

整して YMCA活動から得たこと、”思い“をお話しで

きたら、と思っています。 

「権藤さんより」：①目下コロナが全世界に蔓延して

いて人類に大きな影響を与えている。②松香部長の挨

拶で述べられた新潟には 11月に「YWCA/YMCA 合同

祈祷会」に出席して東京の尾崎会長から新潟の横山会

長を紹介され連絡を取り合っている。また新潟中通り

の教会牧師ご夫妻である片岡さんは「まちだクラブに

在籍された片岡さんのご子息」であることが判明。か

つ敬和学園の太田創始者のご子息と松香さんが玉川

今 月 の 強 調 テ ― マ 

2 月 の 第 2 例 会 報 告 

―２－ 



学園高等部での同期生であることも分かってきまし

た。世間は広いようで狭いですね。きっと良い糸口が

見つかるものと思う、と情熱をこめて話されました。 

「佐藤さんより」：今日は皆さんからの意見を聞かせ

て頂きありがとうございました。 

「太田より」：健康上の理由で退会の異動通知書を会

長宛にお届けしました。ワイズに入ったのは 2010年 

で、横浜での世界大会に見学できたのがきっかけでし

た。人と知り合える喜びを与えられ感謝しています。 

以上全員で前向きな発言があって 2月例会は大変盛り

上がったところで、会長より閉会の挨拶となりました。 

皆さん、ありがとうございました。 

（文責：太田 勝人記）

 

 

 

―３－ 

ロシアのウクライナ侵攻に対する声明 

 



皆さんのところでは送られてきた手紙やはがきに貼

られている使用済み切手を捨てていませんか。捨てず

にぜひ事務局や例会の折にお持ちください。こうした

切手は集められて、ある程度の分量になったら切手商

のところに持参し，換金することが出来ます。 昨年、

我がスマイリングクラブでは 1 年間に集めた切手を

換金したところ 200100 円になりました。1 枚 1 枚

の切手はたいしたことはありませんが、これが何百枚、

何千枚となると、大きな価値を生み出します。こうし

て集まったお金は東日本地区事務局に送られ、さらに 

BF 活動（Brotherhood Fund ）の 一環として活用さ

れます。こうした働きをご存じでしたか。手紙に貼ら

れた切手は水で剥がす必要はありません。切手の周囲

を 2 ㎝位切りとり、それらを集めていただけば、それ

でいいのです。ただ、破れているものや汚れているも

のは除いてください。出来れば、 日本の切手と外国の

切手は別々にまとめていただけると整理しやすいで

す。ぜひ皆さんの ご

協力をお願いします。      

（為我井 輝忠記）

 

 今月の聖句の「隣人」について考えてみたいと思います。聖書の中に隣

人という言葉がたくさん出て来ます。その隣人とは、具体的に虐げられて

いる人々だけでなく、心の貧しい人や様々な面で恵まれていない弱者ばかりでなく、強い者、富める者などの強

者を含めて広範囲に渡ります。自分を愛するように隣人を愛するとは、簡単なようで実はとても難しいことです。

しかし、先ず一歩を踏み出す姿勢と勇気が大切だと思います。 

YMCA では、2 月 23 日にピンク・シャツデーを実施しました。いじめ撲滅のキャンペーンでカナダから始まっ

た運動です。いじめの中には隣人に対する愛情は感じられません。今の子どもたちは大変な環境の中にいます。

特に児童館や学童保育の親子関係を見るにつけ、問題を抱える家族が多いように感じています。 

そのような事柄にも積極的に関わり、共に走る伴走車としての役割を YMCA が担っていることも多くなってき

ました。日本 YMCA 同盟を中心に、キャンプや水泳教室、放課後学童クラブなど子どもたちを対象にした伴走

プログラムが開始されました。このプログラムは、スタッフがその子どもの善い行い、成長の跡などの記録を追

うことが出来るよう、データとして記録しています。そのことにより単に口伝へだけでなく、多くのスタッフが 

その情報を引き出し、今後の成長につなげる試みを行っています。  （ 諏訪 治邦記） 

 

 

 

            

使用済み切手の回収にご協力ください 

  

YMCA NEWS 

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 

①  2022 年 3月 16 日（水) スマイリングクラブ例会 19：00～21：00  

②  2022 年 4月 20 日 (水) 三クラブ合同例会     19：00～21：00  

③  2022 年 5月 18 日 (水)  スマイリングクラブ例会 19：00～21：00 

―４－ 


