
２０１７年１１月号 （ 第３１ 4号） 2017～2018年度 主題
国際会長主題Henry Grindheim(ノルウエー)：
「 ともに、光の中を歩もう」（ Let Us Walk in the Light - Together）
スローガン：「 国境なき友情」 （ Fellowship across the Borders）

アジア太平洋地域会長主題「 ワイズ運動を尊重しよう」（ Respect Y`s Movement） Tung Ming Hsiao (台湾）
東日本区理事主題 「 広げよう ワイズの仲間」 (Extension Membership & Conservation) 栗本治郎 (熱海）
東新部部長主題 「 E人（ イーヒト ） になろう！」 伊藤幾夫(東京多摩みなみ）
東京まちだクラブ 会長 後藤邦夫 主題：「 今日も生かされ 明日にむかって」

東京コスモスクラブ会長 松香光夫 主題：「 コスモスを 考える」

今月の聖句 ｢あなたと家族の者全てを救う言葉を貴方に話してくれる。新約聖書 使徒言行録 第11章14節

今月のテーマ： 11月強調月間 ワイズの理解・ ファミリーファスト （ まちだクラブ重点テーマ）

東京・ 町田YMCA通って YMCAプログラム活動を支える事です
10月14日土曜日14:00～15:30）。第131回歌声ひろば 町田YMCA共催シャロームの家
10月14日13： 00 Ysクラブ東新部・ 部大会（ 東京YMCA社会体育・ 保育専門学校） 東陽町駅10分
11月11日（ 土）歌声ひろば 記念コンサート 町田YMCA共催： 申込はシャロームの家 チケット 1500円

11月13日（ 月） ９時 ベテランテｲア・ フォーラム 市民講演会 町田YMCA ： 町田フォーラム 4階 講習室

12月9日（ 土） 市民クリスマス 町田YMCA主催 原町田教会

11 メンバー メン ５名 ＢＦ ポイント ファンド ４７０２．

月 出席 在籍５名 ﾒー ｷｬｯﾌ゚ 1名 切手 0g (累計 ００ g) ｵー ｸｼｮﾝ 0円
デ 出席率 70％ 現金(含書損ﾊｶ゙ ｷ等換金分) (累計 0円)
｜ 例会出席１１名 メネット ０名 0円 (累計 円) フォト 0円
タ ｹ゙ ｽﾄ･ﾋ゙ ｼ゙ ﾀー ６名 (累計 00円) ひつじﾌｧﾝﾄﾞ 0円(累計 ０円)
ワイズメンズクラブ モットー『 強い義務感をもとう 義務はすべての権利に伴う 』

“ To acknowledge the duty that accompanies every right

１１月例会

１１月１３日（月）東京まちだクラブ例会

会場：町田市民フォーラム4階活動室Ａ

時間：１８：３０より ～ ２０：３０

【例会プログラム】 受付: 司会: ・

開会点鐘 東京まちだ会長 後藤邦夫

ワイズソング 一同

ワイズのモットー/ワイズの信条 一同

今日の聖句/感謝 東京まちだ 平本

会食 一同

会長あいさつ 東京まちだ 会長 後藤邦夫

卓話 ルター５００年祭礼拝ヴィツテンベルク城に参加して

会員 有田士朗ワイズ

議題 東京まちだクラブ・合同例会について

議題 議論 新町田地域ワイズメンズクラブについて

ひとことメッセージ ゲスト/ビジターメッセージ

今月の強調アピール 東京まちだ 会長

諸報告アピール 会長/担当主事

にこにこ・スマイル

閉会点鐘 会長 東京まちだ会長後藤邦夫

記念撮影 ～～～～～～～～～～

東京ＹＭＣＡ 近況報告１．YMCAニュース
▼【 １１月の午餐会】 日時： １１月２０日（ 月） 12時～13時30
卓話者： 勝呂 奏氏（ 桜美林大学リベラルアーツ群教授）

テーマ：「 小川国夫-その文学とキリスト教」会場：東京大学YMCA
▼【 東京YMCA-YWCA合同祈祷週礼拝】 世界YMCA,YWCA
では、毎年11月に合同祈祷週を定め、世界中の仲間達が同時に
祈りの時を持ちます。聖書からのメッセージに耳を傾け、

世界の平和を求め、心を合わせましょう。

日時： 11月16日（ 木） 18時半～20時半
説教者： 金 迅野（ キム・ シンヤ） 牧師

（ 在日大韓基督教会横須賀教会牧師）

会場： 東京YMCA社会体育・ 保育専門学校（ 東陽町）
▼【 東京YMCA「 ソシアス2017（ 会員親睦・ 協議会）】
ソシアととはラテン語で「 仲間」 のことです。回井の仲間を広げ

、 YMCAの働きを次世代につないでいくために、
会員・ スタッフが共に学び、語り、交流し親睦を深める機会です。

ご家族の参加も大歓迎です。今回は江東幼稚園の園庭で

、わいわいBBQ、ニュースポーツ体験などを皆さんと共に行いま
す。

日時： 11月25日（ 土） 10時～15時
会場： 東京YMCA江東幼稚園園庭
対象： 東京YMCA会員（ ご家族の参加も大歓迎です）
参加費： 1500 円 お問合わせ： 東京 YMCA 会員部

TEL03-3615-5568 申込〆切： 11月17
日



東新部評議会 のご案内
第2回東新部部評議会が以下のとおり開催されます。

主宰者である伊藤部長の第2回評議会 後藤邦夫会長ﾜｲｽ゙参加です。

ホストクラブとしては、｢多摩みなみクラブ｣が担当しています。

豊かな愛ある、東新部の皆さまの参加をお願いいたします。

＜日時＞１１ 月１８日(土) 13:00-17:00 ＜会場＞東京YMCA 山手センター（ 西早稲田）
＜プログラム＞

＜東京町田地域のワイズ運動の進展を目指して

後藤邦夫会長のあいさつは別紙にてスキャン

する予定です。

11 月 10 日は「 ワイズデー」 です。
1928 年 11 月 10 日。この日、
初めて日本のワイズメンズクラブ（ 大阪クラブ） が

国際協会に加盟(チャーター)されましたチャーターメ
ンバーは 26 名でした。このことを記念して
1993 年に 11月 10 日を「 ワイズデー」 と定めて、
「 ワイズメンズクラブ運動が、 YMCA と協働しなが
ら、人類が地球上で平和に幸福に共存して行くために

必要な社会的、精神的環境をつくるとともに、そうし

た環境をつく り出して行く ことができる人間の育成

をすること」 という初心を忘れないようにしていま

す。（ 東日本区東新部ML より転載）
この機会に、それぞれのクラブの国際・ 交流事業のご

担当者におかれましては、 IBC/DBC事業で結ばれた
国内外の兄弟姉妹クラブとの関係を思い起こし、メー

ルや手紙・日常の写真の交換などで互いの健康と活躍

を祈り合うことをお勧めいたします。部や区を超え

て、古くからの友情や交流を大切にしながら、ともに

知見を広め、さらなる EMCやCSの活性化にも繋げ
て参りましょう
東日本区ホームページ内の「 国際・ 交流」 の項目を更新い

たしました。国際・ 交流事業の意義と現状についてのご参

考となれば幸甚です。

https://ys-east.jimdo.com/
UGP（ 国際統一支援事業）のロールバックマラリアは2020
年まで継続されることが決まりました。ワイズの国際性を

多くの方々 に知らしめる事業でもありますので、外部への

広報活動へのご協力も何卒よろしくお願いいたします。

ワイズメンズクラブ国際協会 ロールバックマラリア参考

スライド：

https://www.slideshare.net/YsMenInternational/rol
l-back-malaria-japanese
皆さまの引き続きの国際・ 交流事業へのご協力をどうぞよ

ろしくお願いいたします。敬意と感謝をこめて

東日本区国際・ 交流事業主任 進藤重光

東京ＹＭＣＡ 近況報告１．
YMCAニュース
▼【 １１月の午餐会】 日時： １１月２０日（ 月） １２時～

１３時半 卓話者： 勝呂 奏氏（ 桜美林大学リベラルアー

ツ群教授）テーマ：「 小川国夫-その文学とキリスト教」会場：
東京大学 YMCA お申込み： 賛助会事務局

sanjo@tokyoymca.org TEL： 03-3615-5562

▼【 東京 YMCA-YWCA 合同祈祷週礼拝】 世界
YMCA,YWCAでは、毎年11月に合同祈祷週を定め、世界
中の仲間達が同時に祈りの時を持ちます。聖書からのメッ

セージに耳を傾け、世界の平和を求め、心を合わせましょ

う。日時： 11月16日（ 木） 18時半～20時半 説教者： 金

迅野（ キム・ シンヤ） 牧師（ 在日大韓基督教会横須賀教会

牧師） 会場： 東京YMCA社会体育・ 保育専門学校（ 東陽
町） お問合わせ：東京YMCA総務部 TEL：03-3615-5562

▼【 東京YMCA「 ソシアス 2017（ 会員親睦・ 協議会）】 ソ
シアスとはラテン語で「 仲間」 のことです。回井の仲間を

広げ、YMCAの働きを次世代につないでいくために、会員・
スタッフが共に学び、語り、交流し、親睦を深める機会で

す。ご家族の参加も大歓迎です。今回は江東幼稚園の園庭

で、わいわいBBQ、ニュースポーツ体験などを皆さんと共
に行います。日時： 11月25日（ 土） 10時～15時 会場：

東京YMCA江東幼稚園園庭 対象： 東京YMCA会員（ ご
家族の参加も大歓迎です） 参加費： 1500円 お問合わせ：

東京YMCA会員部 TEL03-3615-5568 申込〆切： 11月
17日

▼【 12月の早天祈祷会】日時： 12月1日（ 金）午前7時～
8時半 奨励： 飯岡洋介氏（ 成増キリスト教会牧師）会場：

山手センター1階ホール
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