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4 月の合同例会は、 アメリカ・アイオワ 州のワーバ
「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」
ワートバーグ大 学（ Wartburg College ）で長 年
４月号（第 33 号）
2022 年

《モット―》

《今月のことば》
『強い義務感を持とう

わたしにつながっていなさい。わたしもあなた
がたにつながっている。ぶどうの枝が、木につ

国際会長

ながっていなければ、自分では実を結ぶことが

アジア・太平洋地域会長

出来ないように、あなたがたも、わたしにつな

東日本区理事

がっていなければ、実を結ぶことができない。

東新部部長

キム・サンチュ（韓国）「世界と共にワイズメン」

クラブ会長

為我井 輝忠

大野勉（神戸ポート）「100 年を超えて変革しよう」

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」
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」

（ヨハネによる福音書 第 15 章４節）

《４月号巻頭言 》

義務は全ての権利を伴う』

[クラブ役員]

（ヨハネによ
る福音書 第 15 章４節）

為我井輝忠「感謝、信頼、地固め、そして成長！」
直前会長： 太田勝人
担当主事：

春めいて心浮き

書記：

尾張日出夫

諏訪治邦

浮きするこの頃とは言え、国
内外ともに危惧すべきこと

４月例会のプログラム

や心配事が続いています。

＊開催日と時間：4 月 20 日（水）１９：００－２1：0０

コロナウイルスの 3 年越し

＊開催形式：Zoom

の蔓延とともに、その筆頭

https://zoom.us/j/4745332601?pwd=Q2VqQ0Vqc0

はロシアによるウクライナ

56WlVFU3JnWWVzemlTUT09

司会

書記

侵攻ではないでしょうか。

１．開会点鐘

会長

為我井輝忠

オンライン（下記 URL をクリック）

2 月 24 日に突如ロシア軍がウクライナ各地で一方的

２．ワイズソング

に武力を行使し、これまで各地に甚大な被害及ぼし、

３．聖句朗読と祈祷

担当主事

多くの人々が犠牲となっています。

４．ゲスト・ビジター紹介

会長

私はこれまでウクライナと言っても、チェルノブ

５．ホストクラブ会長挨拶

尾張日出夫

諏訪治邦
為我井輝忠
為我井輝忠

イリ原発とかキエフバレエといった程度の知識しか

東京町田コスモスクラブ会長挨拶

今村路可

ありませんでした。しかし、今やロシアの侵攻を通し

東京多摩みなみクラブ会長挨拶

伊藤幾夫

てウクライナと東欧事情について数多くのことを学

東新部部長挨拶

松香光夫

び、そしてロシアに対する義憤を覚える次第です。

６．卓話「アジア太平洋圏に於けるキリスト教と諸宗教対話と

4 月例会はアメリカのワートバーグ大学

ナショナリズムとの葛藤―過去の検証と未来への方向と

（Wartburg College）で教えておられる寺沢邦彦先

青年運動」寺沢邦彦（アメリカ・アイオワ州ワートバーグ

生をお招きしてスピーチを聞く機会を設けました。

ク大学宗教哲学科准教授）

先生は宗教学を教えておられますが、今回一体どの

７．YMCA ニュース・諸報告とアピール

ようなお話が伺えるか興味のあるところです。

８．ハッピーバースデー

今月はスマイリングクラブがホストの三クラブ合

９．閉会点鐘

同例会ですが、皆様のご参加をお待ちしています。
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働かされ、彼は仲間と共に「何とかしたい」との思い

ゲストスピーカー紹介

からスタートしました。
諏訪さんから良く整理された内容をお聴きして特に

寺沢邦彦 先生

心に残る以下の点を報告させていただきます；
＊「青年」という言葉は YMCA から生まれました

今月はワートバーグ大

＊山中湖キャンプ場、野尻湖キャンプ場は小林弥太郎

学（ Wartburg College ）

氏から「アメリカで学んだ青少年育成にはキャンプ

で長年教えておられる寺

生活の役割が大きい」という確信から広大なキャン

沢邦彦先生にお話をして

プ場を寄贈された。

いただきます。

＊YMCA は自己肯定される場所であり、どんな人でも

略歴： 石川県出身。青山

受容されること

学院大学 卒。アメリカ・

＊いいかげんは「良い加減」であること

ニュージャジー州ドル―大学（ Drew University ）

＊ポジティブとなるには「無理なく、ムラなく、無駄

神学修士号、ペンシルベニア州フィラデルフィア・

なく」を心掛けよう。

テンプル大学 （ Temple University ）学術博士号

＊YMCA はブランド戦略を徹底的に議論して「使命を

（PHD）を得、同・セントジョゼフ大学（ St.

明確」にし、その上でキリスト教のマインド（精神）

Joseph’s University）講師を経て、現在ワートバー

をもって日常生活を豊かにできる場所となろう、そ

ク大学（ Wartburg College ）宗教・ 哲学学部准教

のために「みつかる。つながる。よくなっていく」

授。専門領域は比較世界宗教学、宗教間対話、東洋

を打ち出しました。

哲 学、仏教、イスラム教。米国キリスト教仏教交流
学会理事。

事前資料ご希望の方は、
卓話を聴き終わった後、最初に城田ワイズから大阪

weiwojing@yahoo.co.jp に資料希望と送っていた

YMCA にてお世話になったこと、その後の学業に役立

だければと思います。

ったことなど話し、併せて（仮ですが）ワイズ鉄道ク
ラブなど趣味を共有する仲間で横断的な新クラブが
出来たらいいな」との希望を話されました。

３ 月 の 例 会 報 告

この発言が引き金となって、参加者全員から YMCA
との関わりで「こんなことがあった」とか「YMCA は

日時：３月１６日（水）１９：００－２０：４５

今後こうなっていってほしい」等々ご自分の経験談や

WEB にて開催

期待を述べあいました。大変盛り上がった例会であっ

出席者：長澤弘、江口耕一郎（東京）
、秋田正人（東京

たと思います。中でも松香東新部部長から「昨年１１

世田谷）
、伊藤幾夫、石田孝次（東京多摩みなみ）、松

月に開催された YMCA/YWCA 合同祈祷会に参加して

香光夫、権藤徳彦（東京町田コスモス）
、小口多津子、

東京 YWCA 会長から新潟 YWCA 会長を紹介して頂

山本英次（東京八王子）
、小原史奈子（東京たんぽぽ）
、

き、その後の同期生の手助けもあり３月にはオンライ

為我井輝忠、城田教寛、諏訪治邦、太田勝人の１４名。

ンで新潟 YWCA 会長ともつながったこと、今後の新
クラブ設立への発展がみられる」との東新部にとって

定刻に為我井会長による開会点鐘、ゲスト紹介に続い

明るいニュースを伝えて下さいました。

てメインプログラムである卓話を諏訪担当主事より
「YMCA は何をしている団体か？

YMCA が好きに

全員の発言内容を十分ご報告できない点をお許し

なる話し」と題してパワーポイントを使って聞かせて

ください。東京スマイリングクラブは皆さんのご支

いただきました。

援・ご指導を是非とも賜りたい現状にあります。何卒

YMCA は１８４４年英国のジョージ・ウイリアムによ

宜しくお願い申し上げます。参加者の皆さん、本当に

って創立され１７８年を迎えています。１８世紀に始

有難うございました。

まった産業革命の影響で若者は劣悪な労働環境下で
2

締めくくりとして為我井会長の挨拶を得て閉会点
鐘となりました。

池袋から西武池袋線に乗り、稲荷山公園駅で降り、

（ 太田 勝人記 ）

参加者の皆さんとここからスタートしました。霞川沿
いの桜並木を歩き、旧石川製糸西洋館、武蔵豊岡教会、
旧黒須銀行を訪れ、かねてから訪ねてみたいと思って
いた明治・大正期の素晴らしい歴史的建造物を見学す

今 月 の 強 調 テ ― マ

ることができました。
「Week 4 Waste」
・グリーンプロジェクト
世界一斉清掃＝世界中のワイズメンが一斉に、住む
街のゴミを拾って、クリーン（clean）に、そしてグリ
ーン（green）にする運動のことです。
国際協会の W4W 委員会委員長のウルリック・ラウリ
ドセン氏（元ヨーロッパ地域会長）が提唱されました。
また、キム・サンチェ国際会長が掲げる「愛と尊厳を
もって世界を癒そう」という主題を実践するものであ
ります。
旧石川組製糸西洋館の前で参加者一同
あなたの住む街中を清掃することは、精神的にも、

旧石川製糸西洋館は、石川組製糸の創業者・石川幾

肉体的にも、調子がよくなり、そして腰をかがめてゴ

太郎が商談で取引相手を迎えるために、1921 年（大正

ミ

を拾うたびに人生から愛される凛とした気持ち

10）に竣工した迎賓館であった。武蔵豊岡教会は、ア

になれるのです。私たちワイズメンの素晴らしい組織

メリカ人建築家 W.M.ヴォーリズが設計した旧メソジ

の最高の PR になるのです。

スト教会で、1923 年に竣工しました。私はヴォーリズ

２５，０００人のワイズメンが世界のゴミの現状を

建築に関心があり、各地の教会や学校、個人住宅等

変え、世界を癒す一員となることが出来るのです。

を見てきましたので、今回この教会を訪れることがで

世界中のワイズメンの皆さん、あなたの街をクリーン

き、しかも会堂内部を詳しく見ることができ、大変有

に、そしてグリーンにしましょう！

意義でした。旧黒須銀行は、まちの人々が道徳心によ
って勤倹貯蓄した資金を元手として、1900 年（明治 33）

４月２日を清掃の日と国際協会は呼びかけました

に設立され、その本店営業所として明治 42 年に建設

が、東日本区 CS・Y サ事業主任である深尾香子さん

されました。かの渋沢栄一は創業から 2 年間顧問を務

からは「４月末までに実施して報告してください」と

めたそうです。

呼びかけています。
事業主任からの情報を基にしてまとめてみました。
（太田

勝人記）

🌸所沢クラブのさくらウォーキング
に参加して 為我井 輝忠

3 月 25 日（金）
、所沢クラブ主催によるさくらワー

旧黒須銀行（大正初期）

キングイベントに参加しました。桜は咲き始めたばか

建築見学三昧の一日でしたが、入間の地に根を下ろ

りで、満開とはえませんでしたが、それでも春風に吹

し、今も面々と続いている歴史のひとこまを見ること

かれて楽しい 1 日を過ごすことができました。

ができました。このウォーキングを企画していただい
3

た所沢クラブの皆様ありがとうございました。

テーマ：北東部の CS 活動
フリー・ディスカッション （３０分） 参加者全員
閉会挨拶 佐藤重良 次期理事
https://us06web.zoom.us/j/86832303212?pwd=d3NV
QkNYM0NIK0ZEaXRONEFuaVVvUT09
ミーティング ID: 868 3230 3212 パスコード: 863392

武蔵豊岡教会（絵葉書から）

第 3 回評議会＆次期クラブ役員研修会

第５回ワイズナイトフォーラム案内

ワイズメンズクラブの年度末である 6 月が近づいて

主 催：一般社団法人
案内

きました。東新部では、下記の日程で表記の会が開催

ワイズメンズクラブ国際協会

されます。

東日本区 Change! 2022 推進委員会
日

時：４月１６日（土）20：00～22：00

会

場：Ｚｏｏｍ開催

今期を振り返り、次期への準備として設定されてい
ます。次年度は、多摩みなみクラブの深尾香子氏が部
長として東新部をリードしていきます。大いに期待し

開会挨拶 大久保知宏 理事

たいと思います。当クラブからは城田教寛氏（ユース

１部 卓話者 江夏 一彰さま（３０分）

事業主査）と為我井輝忠（国際・交流事業主査）が加

東京都立多摩総合医療センター検査科医師・日本聖

わります。皆様のご協力とお支えをお願い致します。

公会司祭『講演：コロナ禍でも活きる…』

＊ 日時：4 月 23 日（土）13：30～16：00

２部 パネル・ディスカッション （３０分）

＊ 開催方法：オンライン（Zoom）にて

フリー・ディスカッション （３０分） 参加者全員

「百花繚乱」

武相荘のさくら

町田で見かけた花を紹介します。

カタクリの花、
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為我井輝忠

忘れな草

「庭の千草」

今、自宅の庭で咲いている野草をご紹介します。

尾張日出夫

我が家の庭は野草が大好きな妻が面倒を見ていましたが、３月はじ
めに他界し、私が引き継ぐことになりました。庭には沢山の野草や花木
があり、自分が野草や花の名を知らないことに気がついて愕然として
います。これから家内に代わって庭の植物の世話をしながら覚えます。
以下はブリテン掲載の為、大急ぎでスナップ撮影した花々です。
← キョウカノコ

ムラサキナバナ

エビネ

YMCA NEWS

イカリソウ

東京 YMCA でも多くの新人職員が働き始める時期になりました。今年の
採用では、私の勤務するグランチャ東雲で、東京 YMCA 社会体育保育専

門学校を卒業した新人スタッフが働き始めました。この文章を作成している今現在、初日の夕方です。こ
れから彼らの YMCA 人生が始まります。応援をお願いします。
日本の YMCA では、ロシアやウクライナの YMCA を通し、戦争の被災者支援の活動を行っています。どうぞ
皆様も心を巡らせ、戦火のなかにあるウクライナ・ロシア両国の人々のために祈っていただければ幸いです。
5 月には東京 YMCA の全国大会が開催されます。詳細は後日お知らせしますが、Zoom での開催も予定され
ていますのでぜひご参加ください。

（ 諏訪 治邦記）

① 2022 年 4 日 20 日(水)

これからの予定

② 2022 年 5 月 18 日 (水)

三クラブ合同例会

③

19：00～21：00

スマイリングクラブ例会 19：00～21：00

2022 年 6 月（日時未定）三クラブ合同例会

○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：〒195-0041 東京都町田市鶴川 2-11-10-202 為我井輝忠
例会参加等申込先メール：weiwojing@yahoo.co.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
220 年月 16 日
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