
YMCA２０１９年 

５月号 (第 3 号) 

今月の聖句 

「父よ、あなたが私の内におられ、

わたしがあなたの内にいるように、

すべての人を一つにしてください。 

彼らもわたしたちの内にいるように

してください。そうすれば、世はあ

なたがわたしをお遣わしになったこ

とを信じるようになります。」  

ヨハネによる福音書 第 17 章 21 節 

２０１９年５月例会 

日時：2019年 5月 15日(水)19:00～21：00 

会場：まちだ中央公民館 6階 第 1学習室 

会費：\1000円 

受付 尾張日出夫     司会 尾張日出夫 

点鐘              会長 太田勝人 

ワイズソング          一 同 

ワイズの信条          一 同 

ゲストとビジター紹介     太田会長 

聖句朗読・感謝の祈り         諏訪治邦  

会 食 

会員同士知り合うシリーズ 

ハッピーバースデー 

諸報告 ①ワイズ関係 ②ＹＭＣＡ関係 ③会計 

閉会点鐘       会長  太田勝人 

巻 頭 言 

 皆さん、ご入会に当たってご紹介しましたように、ワイズメ

ンズクラブは 1920 年米国オハイオ州トレドの YMCA で、

Paul Alexander さんの提唱により誕生いたしました。ライオ

ンズクラブやロータリークラブの誕生とほぼ同じ時期に生ま

れました。  

1922 年に国際協会設立へと発展し、日本では 1928 年

大阪のクラブが誕生して国際協会に加盟が認められまし

た。  

世のため、人のため、世界平和のために役立つ（YMCA

を支援しつつ）ワイズ運動（これを“ワイズダム”と呼んでい

ます）を推進していくに当り、会員による自発的な献金、寄

付金を呼びかけています。  

一人の力では小さいものの、皆が加わりますと全体では

大きな力となります。  

他人様を手助けすることによって、自分も助けられより豊か

な成長へと繋がっていくのです。私共のスマイリングクラブ

誕生に当たって、多くのクラブ・東新部・そして東日本区の

皆さんから多くの献金や物品を頂きました。  

“利他”は“自助”に結びついていくものと思っています。  

皆さんも、どうかこの寄付文化にご理解下さり、出来

る範囲で良いのでご寄付、ご献金にご協力のほどお願

いいたします。 （ 太田 記 ） 

 

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF Y’S MEN’S CLUBS 

JAPAN EAST REGION TOHSHIN DISTRICT 

           TOKYO MACHIDA SMILING 

東京町田スマイリングワイズメンズクラブ  

THE SMILING   Chartered in Feb.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪５月の強調テーマの解説≫ 

（１）  EF=Endowment Fund の略で、国際ワイ

ズ運動発展のための特別基金です。  

個人・クラブが記念すべき出来事・行事、慶弔

事などの折、寄付金をワイズ国際協会に送金し「基

金評議会」が管理してその果実（運用益）を推進

委員会が決定したプロジェクトに使用しています。

≪モットー≫ 

国際会長 Moon Sang bong 「私達は変えられる」“Yes,We Can change!” 

アジア地域会長 田中博之（東京多摩みなみ） “ACTION！” 

東日本区理事 宮内友弥（東京武蔵野多摩）「為せば成る」“No chaｌｌenge No fruit” 

東新部部長 神保伊知雄（東京むかで）「ワイズの楽しみは、今、そしてこれから」 

クラブ会長 太田勝人 「感謝、信頼、地固め、そして成長！」 

［クラブ役員］副会長 為我井輝忠  書記 尾張日出夫  

     会 計 松井優希     担当主事 諏訪治邦 



US$１２０以上のご寄付に対して“Golden Book”に記

帳され、永久保存されます。  

（２）  JEF＝Japan East Y’s Men’s Fund の略

で、東日本区ワイズ基金のことです。  

寄付された方のお名前を「奉仕帳」に記帳され永久保

管されます。 

 

≪４月の例会報告≫        尾張日出夫 

 ４月１７日(水）まちだ中央公民館絵画工作室で

開催されました。開会の点鐘、ワイズソング、ワイズ

のモットーの唱和、聖句朗読の後、為我井副会長の司

会で本会に入りました。 

①会議に先立って尾張書記からブリテン４月号が配

布された。②太田会長から正式なチャーターバッチが

各人に配布され、大事に身に付けるよう指示された。

③毎月第一土曜日を第二例会とし、第一例会に出席で

きなかった方も参加できるよう機会としたい。 

④皆様に他のクラブの活動状況を勉強する為に、是非

一緒に見て頂きたい。先日は、多摩南クラブに為我井

さんと、コスモスクラブには尾張さんと参加した。 

⑤玉川学園地区の夏祭りなど、地域の様々な行事や祭

りに積極的に参加して行きたい。⑥ブリテンには強調

テーマを紹介するので、読んで用語を覚えて頂きたい。

⑦ファンド作りの一環としてシャーロームの家の活

動に手を貸すことも考えたい。⑧山崎地区にあるグラ

ンハート悠々園の活動も近々のうちに見学したい。 

⑨太田会長が東新部書記に任命された関係で忙しく

なり、7 月から為我井さんに会長を引受けて頂いた。

⑩竹尾さんからイベントコンサートについて紹介さ

れた。※A．6 月 20 日（木）に和光大学ポプリホール

で「みんなの歌声コンサートを開催する。チケット購

入でファンドに 10％の還元あり、ご購入頂きたい。 

※B．8 月 18 日（日）2020 年はベートーベンの生誕

250 年なので、町田市民ホールで生誕記念のジョイン

トコンサートを開催する。自由に楽器を持込みできる

ので奮ってご参加頂きたい。チケット購入で 10％のフ

ァンド還元がある。 

⑪為我井さんからフィリピンの大学で日本語の研修

をした興味深い経験をお話しいただいた。 

⑫松井さんが理科の教職を目指して実習に入るので、

暫くは学業に専念頂くため皆様にご協力下さい。 

⑬多摩みなみクラブの伊藤様から「町田ＹＭＣＡ東日

本大震災復興支援“希望の凧揚げ”参加者 30名の会

計報告を頂いた。⑭その他、ビジターの皆様から有意

義なご報告や経験談等々の講話をお話し頂いた。 

【出席者】13 名：メンバー⇒太田、為我井、尾張、諏

訪、松井、竹尾、城田：ビジター⇒権藤徳彦（東京町

田コスモス）谷治英俊（東京町田コスモス）伊藤幾夫

（東京多摩みなみ）石田幸次(東京多摩みなみ）・張替

滋夫（東京世田谷）江口耕一郎（東京） 

 

≪「第３回東新部評議員会及び次期役員研修会」 

に出席して 為我井 輝忠 ≫ 

 去る４月 20 日（土）、東京 YMCA 本部事務局にて表

記の集まりがあり、太田勝人会長及び尾張日出夫氏と

共に出席しました。何分初めての参加で、どのような

会か十分把握する余裕もなく出かけたので、戸惑いや

ら理解不足のところが多々あったと思います。そのよ

うな理由でこの報告も不十分なところがあるかもし

れません。 

 

 2018－2019年度評議会議事録承認、部長主題、活動

計画、予算案審議、役員承認・クラブ役員確認等の議

案審議がありました。さらに報告事項として、第３回

東日本地区役員会報告、第 3回東新部役員会報告、東

新部会計中間報告、各種献金状況、CS・ASF事業支援、 

各種事業報告、各クラブ報告、YMCA報告、連絡・確認

事項等の報告がありました。 

この後、次期クラブ役員研修会が行われました。東

新部スケジュール、第 23 回東新部部大会、次期事業

主査、委員長・専任委員会活動報告、次期クラブ会長 

活動方針、事務・会計手続き等について多岐にわた

る説明がありました。次期役員にとってはどれも大切

なことばかりです。私にとっては直近の 6月 1日の第

22回東日本区大会が気になるところです。 

なお、第 3回東新部評議会を通して、評議会の位置

づけが“東新部全会員の意思決定機関であり、各クラ

ブの会長、書記、会計という三役が議決権を持つ”こ

とが分かりました。 

 



 

 

竹尾信吉  

＜会員募集とファンド作りに向けて＞ 

伊豆大島のエクストラヴァージン製法による椿油

の販売を通してのファンドづくりが太田会長のリー

ドでスタートしました。 

引き続き 6月の大会での販売に向けて準備に入りま

した。皆様のご協力も併せて宜しくお願い申し上げま

す。 

＜町田シティオペラ協会活動との連携＞ 

市民への文化向上に向けて、2003年に町田シティオ

ペラ協会を立ち上げました。 

(鹿又透理事長、竹尾信吉事務局長) 

今までに町田市民ホール、和光大学ポプリホール鶴

川の会場でオペラ作品を上演して参りました。2007年

に「ボエーム」それ以降、毎年のように「フィガロの

結婚」「ドンジョヴァン二」「カルメン」「椿姫」など

の主要オペラ作品を、質の高い上演を低価格で提供し

ております。そうした実績が認められて、鹿又理事長

も私も「町田市文化功労」で表彰を頂いてます。 

 

※今年も以下の素敵な講座＆コンサートをご用意し

てます。チケット販売協力を通しての市民文化への貢

献とファンド作り進めて行きましょう。 

 

※以下のチラシの詳細は町田シティオペラ協会のホ

ームページをご覧下さい。 http//mco.cioa.jp/ 

 

☆6月 2日(日)2時 開始 「ヴォイストレーニング講座」 

会場:鶴川市民センター・ホール 

町田〇ごと大作戦の助成事業につき入場無料 

講師:鹿又 透（声楽家、東京二期会） 

 

☆6月 20日(木)13時 15分 開演 

「オペラ歌手と歌うみんなの歌声コンサート」 

会場：和光大学ポプリホール鶴川 

出演:町田シティオペラ協会ソリスト＆ピアニスト会員 

入場料：1500円（全席自由） 

 

 

 

 
 

☆8月 18日（日）14:00 開演（13:30 開場） 

第 3.5回まちだ芸術フェスティヴァル Joint 

 Concert 

会場：町田市民ホール 

入場料：1500円(全席自由)（チケット発売日 6月 10 

曲目：ベートーヴェン第九第四楽章抜粋(合唱、オー

ケストラ・マリンバ・箏ほか)、のミュージカル名曲

集(合唱)、メリーポピンズほか(マリンバ)、千鳥の曲 

ほか(箏) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆お申込み＆お問合せ先 

町田シティオペラ協会事務局 

０４２−７２９−４３３１ 

  ０９０－７６３９‐０２６０ 

  Mail machidacityopera@gmail.com 

   町田スマイリングクラブ音楽事業担当 

     町田シティオペラ協会事務局長 

                  竹尾信吉 

《 スマイリングワイズメンズクラブと音楽活動♪》 

mailto:machidacityopera@gmail.com


 

 

 

1964年に明治学院大学を卒業し、東京産業信用金

庫（現・さわやか信金）に入社しました。同社が進

めている業界初の銀行業務の総合オンラインシス

テム開発要員として採用されました。仲間は全て理

工系、それも数学科で、私だけ文化系の経済学科で

した。お蔭で人一倍苦労しましたが、私の人生で得

難い経験と生涯の友を得ることができました。 

 

その後、金融業務の事務合理化と機械化を担当し、

今では当たり前のＡＴＭの採用等の様々な合理化

に携わり、その後事務規程と取扱要領の制定・研修

を主管する部門に転向しました。2001年に他の信用

金庫との合併に伴う事務システムの統合・全職員へ

の研修を任されるなど、およそ事務合理化に関わる

全てを経験してきました。 

 

趣味の話をします。十代の後半から始めた登山は 

就職後も続けたので、通算で約 60年の山歴になり

ます。現役時代は仕事づくめでしたが、それでも職

場の内外に登山仲間を増やし、いつの間にか登山ク

ラブに育ち、退職後も登山を続け、今では会員数が

約 50名になりました。 

 

登山でコンタックスのカメラを使って撮影して

いた為、ヤシカ社からコンタックスクラブへの入会

の勧誘があり、以来約 40 年クラブ活動を続けてい

ます。クラブの例会を玉川学園コミュニティセンタ

―で開催していた関係で同センタ―の運営委員会

に入り、そこで松香光夫様と知り合いました。その

後、松香様からワイズメンクラブへのお誘いを受け、

町田スマイリングワイズメンズクラブの会員にな

った次第です。不思議な巡り合わせで皆様とご一緒

になりました。どうぞ宜しくお願いいたします。 

 

              YMCA のルーツは、キリスト教の祈祷会にあります。  

         Ｗ    イギリス・ロンドンで 1844 年に生まれた、産業革命時の青年たちの成長を願っ

て作られた青少年団体です。ジョージ・ウイリアムズという人により作られました。  

東京では、銀座で 1880 年に東京 YMCA が生まれ今に至っています。  

Young Men’ s  Christian  Association という英文の名称を、日本語ではキリスト教青年会と訳されました。  

青年という言葉も、YMCA が日本語訳をされる際に初めて使われた言葉であると言われています。青雲の志

を持った人という意味です。  

YMCA は新しいスポーツを生み出しました、バスケットボールは、アメリカのスプリングフィールドで考え

られました。  

日本で初めてできた室内プールも、東京 YMCA でした。詳しくは YMCA のホームページを検索してみてくだ

さい。  

上記のように、YMCA は様々な活動を通して社会への働きかけを行ってきました。しかし、起源がほぼ一緒

の赤十字やボーイスカウト・ガールスカウト等の団体と比較すると知名度は高くありませんが、社会に様々発信

をし続けることのできる団体であると考えています。  

人が、自分がより良く変わることができる関わりをもつことが一つのこの運動体の使命です。ワイズメンズク

ラブも同様な使命をもっています。                              

諏訪治邦記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○例 会 日 第３水曜日 19:00～21:00 場所：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  場所：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  6-3-20-802 (太田勝人気付) 

          ☎ 046-278-5120 

 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 

 

ＹＭＣＡ ＮＥWＳ 

お互い知り合うシリーズ  その② 尾張日出夫さん 

これからの予定 

①5 月 15 日（水）5 月例会 まちだ中央公民館 学習室 1 19：00～ 

②5 月 26 日（日）第二例会 ことばらんど 第 1 会議室  13：30～ 

③6 月 1 日/2 日（土・日）第 22 回東日本区大会 

④6 月 19 日（水）6 月例会 まちだ中央公民館 学習室 7 19：00～ 


