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【月間強調】 =  CS 地域奉仕、Community Service = 

ワイズメン国際が「義務」と謳うリーダーシップは「CS」地域奉仕に他なりません。「奉仕」が働

くところに平和があり、ワイズメン一人ひとりの奉仕が、平和の始まり、平和を創ります。                                                                          

 
８月 Happy Birthday：25 日今村路加ワイズ、20 日今村美和子メネット 

７
月
デ
ー
タ 

 

デ ー タ 

在籍 9 名 例  

会  

出  

席  

メン    4 名 Ｂ Ｆ ポイント ファンド 

 メーキャップ１名 切手  g (累計  g) ｵｰｸｼｮﾝ    0円 

出席 11名 出席率  55 ％ 現金(含書損ﾊｶﾞｷ等換金分) (累計    0円) 
有田 松香 権藤 メネット  0 名   円 (累計   円) フォト  0円 
保坂 谷治 富樫 ｹﾞｽﾄ/ﾋﾞｼﾞﾀｰ 7 名 ｶｰﾄﾞ  0枚(累計 0枚) (累計円) 

 

    【今月の聖句】 

 

「堅固な思いを、あなたは平和に守

られる あなたに信頼するゆえに、

平和に。」 

( Thou dost keep him in perfect 

peace, whose mind is stayed on 

thee, Because he trust in thee.) 

～イザヤ書 26 章 3 節～ 

【モットー】「強い義務感を持とう 義務はすべての権利に伴う。」 

   “ To acknowledge the duty that accompanies every right.” 

≫ 2019～2020 年度 主題 ≪  

クラブ会長  松香光夫 「次世代型コスモスクラブを創る」 

東新部部長  小川圭一(東京世田谷) 「心を尽くして青少年ＹＭＣAのために」 

東日本区理事 山田敏明(十勝)  「勇気ある変革、愛ある行動！」 

アジア太平洋地域会長 田中博之(東京多摩みなみ)“ＡＣＴＩＯＮ！” 

国 際 会 長 Jennifer Jones (オーストラリア)「より良い明日のために今日を築く。前進しよう」 

            “Building today for a better tomorrow. Leｔ’s be on the move!” 
 

【クラブ役員】会長 松香光夫  副会長 今村路加  直前会長 権藤徳彦 

書記 権藤徳彦 副書記 富樫紀代美 会計 谷治英俊 副会計中移庸介 

担当主事 保坂弘志 幹事 有田士朗 チヤプレン 平本善一 

 

 

ワイズ３クラブ合同８月例会 

2019 年 8 月 6 日(火)18:30 -20:30 

会場：「ルブ永山」永山公民館 4 階 

       ～・～・～ 

    受付：伊藤幾夫  司会：石田孝次 

会費：¥1500 円 

 開会点鐘：  東京多摩みなみ 深尾会長 

  ワイズソング＆信条： 

  今月のことば：      伊藤幾夫  

  出席者紹介：      各クラブ会長 

  本会のアジェンダ＆シェアリング深尾会長 

  乾杯：東京町田コスモス 松香会長 

  ワイズディナー： 

  チーム報告：東京多摩みなみ 

(農園、多摩社協、シェアマインド)  

YMCAニュース・アッピール 

  ハッピーバースデイ/アニバーサリー 

  YMCAの歌  一同 

  にこにこファンド 

 閉会点鐘：東京町田スマイリング為我井会長 

 

＊町田コスモス出席連絡 90-7274-3299 (松香) 

 

3299 32 

 

巻 頭 言 
             会長  松 香 光 夫 

 ワイズメンズクラブはサービス事業を主な柱とする団

体です。７月には年度始めのキックオフとともに、Y サ

（YMCA サービス）を強調しました。YMCA そのものを対

象にするサービス活動が第一に挙げられたものですが、

２か月目の８月の強調事業は、CS（コミュニティ・サービ

ス）となっています。サービス事業の対象がコミュニティ

（地球社会、地域社会、隣人）への奉仕活動として表さ

れているのです。 

 クラブとしては、東日本区や、東新部の活動に協力す

ることにも力を入れますが、震災救援など各種の募金・

献金活動を個人でも活動しています。クラブとしては東

京町田 YMCA というくくりで活動を行ってもいることを、

意識したいと思います。 

 町田 YMCA の由緒のある事業活動については、別掲

の記事を折々にもお知らせしますのでご覧ください。 

 町田 YMCAは、玉川学園地区社会福祉協議会の構成

団体になっていますが、日頃の活動として特記する

ことはあまりありません。機会があれば、同協議会

のホームページをご覧ください。 



   7 月第一例会 報告    

 ～キックオフ例会・部長公式訪問～ 

 日時：7/8(月)18：30～20：30 

会場：町田市民フォーラム 4階活動室 AB 
参加費：\1000 （メンバーは年会費に含まれる）        
出席:11 名<メン 4 名：松香、権藤、谷治、富樫＜ビ
ジター７名：小川圭一部長（世田谷）、太田勝人部 

 
書記（町田スマイリング直前会長)、朝倉正昭国
際/交流事業主査（世田谷）、村野 繁会員増強事
業主査（世田谷）、佐藤茂美部監事（東京）、為我
井輝忠会長（町田スマイリング）、尾張日出夫書
記（町田スマイリング）※尚、張替滋夫（ユース
事業主査・世田谷）体調のため欠席 ※メンバー
欠席：保坂担当主事（業務のため）・平本チャプ
レン（北里大学病院リハビリ中のため）、中移副
会計(業務のため)、有田幹事（ご自宅にて介助の
ため） 
 

7月例会は町田コスモスとしての新年度スタートの月
にあたるキックオフ例会でした。東新部の役員、小
川部長訪問がありました。 

 
小川部長：東京まちだと東京コスモスの合併クラブと
してスタートを切りましたが、スマイリングクラブを
立ち上げ、また新クラブの芽が生まれています。
私はクラブのあり方は人数で決まるものではない
と思います。町田コスモスクラブを敬服いたしま

す。そして部会ですが、今回は歌
声と共に多いに飲もうではありま
せんか？ライオン銀座店を用意
しました。私は家内を失くしました
が、私はこれを葬儀だとも思いた
い、故人となった町田の小山さ
ん、それぞれの思
いを忍び、心に元

気をつけたい、そういう思いで部会
を用意しました。ぜひ、覚えて頂きた
いです。ありがとうございました。 

松香会長：私は玉川学園大学の関係者がつくる環
境活動の団体に所属していますが、その会長が
最近お亡くなり、なんと私が会長に就任しました。
今回町田コスモスのバナーのデザインを決めまし
た。コスモスの花と町田市の花、サルビアの花、
そのとなりには小さなコスモスの花があります。そ
れは次なるクラブの立ち上げの花でもあり、そこに
やってくるミツバチをイメージします。環境は私た

ちにとても大切です。いろいろ大変であってもこの
花のように人々に元気を与え続けるクラブであり
たいと思います。 

権藤ワイズ：町田コスモスクラブは自らのクラブの形
を新しく吸収合併で整えながら、同時に新しいクラ
ブの立ち上げを進めて来ました。ワイズは今、さら
に新しい出合いとクラブ奉仕が社会に求められて
いると感じています。新クラブを作るただ中で「現
在」を知らされ、新クラブが生まれて活きる新しい
クラブの生き方が鍛えられます。数を生み出す見
かけでない実質のエネルギーをつかみ、コスモス
的健康なクラブの体力を増進したいと思います。 

谷治ワイズ：新しいワイズの芽は東京文京区でも起
こっています。私はいま、町田に根をおろして、ま
た頑張っていくつもりです。 

富樫ワイズ：私は元コスモスです。センテニアルクラ
ブのチャーターメンバーでもあります。でもこうやっ
て町田コスモスとなったクラブに戻れて、感謝で
す。これは YMCAベテランティアのおかげでもあ
り、感謝に堪えません。よろしくお願いします。（記 
富樫） 

   7 月第二例会 報告    

 

日時：7/27(土)18：30～会場：町田市民フォーラム４F   

第 1学習室  

出席者４名：松香・富樫・谷治・権藤 

＊ CS・Ｙサ： 

＊「玉川学園夏祭り」出展の準備：松香(まつり委員

長) 参加の目標・登録・スタッフ ID・参加費手続き 

 ① 東日本大震災・復興応援「陸前高田」物販  

② 「シャロームの家」製パン物販支援交流。 

   ③ 町田 YMCA活動推進支援物販(町田スマイ 

リング/町田コスモス)＞ 

  ④ 開催８月 2日(金)・３日(土)１７：００～21：00 

     物品、参加者リクルート、当日集合松香邸に

16:00物品搬出。 

＊8月例会➡3クラブ合同例会 ８/０６(火)18：30～ 

参加確認。会場・「永山公民館ベルデ永山」 

＊ブリテン 8月原稿締切７/29(月)、発行７/3１(水) 

＊年度会計： 新口座変更開設しました： 

  銀行名「きらぼし銀行」 新百合ヶ丘支店 

〔店番号〕852 〔普通〕 〔口座番号〕 ０２４９１３８  

〔口座名〕 「東京町田コスモスワイズメンズクラブ 

会計ヤジヒデトシ」 

８/15(木)迄に会費（3千円/月）振込お願いします。 

 



   ＣＳ活動報告       

 

 町田 YMCA 活動 
 
☺ わくわく！科学実験予習会 
日時：7/6(土)9：00～12:00 休会としました。 

次回予習会：8月 3日(土) 10：00～ 

会場：町田市民フォーラム 4F活動室 AB 

☺ 第 176 回わくわく！科学実験教室 
 日時：7/20(土)10：00～12:00 

  会場：町田市民フォーラム 4F活動室 AB 

参加：児童 21名、ボランティア・スタッフ 6名(森田・

小市・池田・松井・舘野)、池田さん（Vサポータ希望） 

今回の「風力発電機」は小さな風車の回る力が磁

石の磁界の中で電流に生み出すことを学びました。

毎月開催して 17 年ボランティア・サポーターの皆

さんで続いています。詳細⇒

http://machiwaku-science.co

ⅿ （主催:町田わくわく！サイ

エンス/町田市社会福祉協議

会加盟団体、後援：東京町田

YMCA、キーサイト･テクノロジ

ーズ(株）、ワイズメンズ国際協

会東京町田コスモスクラブ、東

京町田スマイリングクラブ) 

 

☺ 第 151 回「シャロームの家歌声ひろば」 
日時：7/13(土)14:00～15:30  

会場：シャロームの家、 

参加者： およそ 100名の皆さんが集いました。 

☺ ベテランティア７月の集い 
日時：７/８ (月)13：30～15：00  

会場：町田市民フォーラム 3F円卓 

連絡：権藤、富樫、他  

・7 月の集いはスタッフそれぞれのボランティアのご

奉仕に対応していただきました。 

・10 月 14 日（祝・月） 第 24 回ベテランティフォー

ラム 会場：町田市民フォーラム 4階講習室 

講師の方との個々打ち合わせ・会場手配などを

打ち合わせ中です。８/12 日の東京町田ＹＭＣＡ

活動委員会でも再度確認されました。 

☺ 東京町田ＹＭＣＡ活動委員会 
日時：7/12(金)18：30～ 

20：30 

会場：町田市民フォーラム  

4階 活動室 AB 

出席：5 名中里敦南センタ
主任主事、松香、権藤、谷

治、富樫 (富樫記) 

   ＥＭＣ活動    
 

【Y’s 交流】 
○東京町田スマイリングクラブ例会訪問 

日時：7/17(水) 19：00～会場：まちだ中央公民館 。

東京町田コスモスから松香、権藤、谷治出席 

 

【国際・交流】 

第 28回アジア太平洋地域大会（仙台） 
日時：７/19 (金)～21(日) 会場：仙台国際センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

アジア太平洋地域会長 

田中博之ワイズ 

（東京多摩みなみ） 

 

 

マーシャルにて交流（権藤ワイズ） 



第 28 回アジア太平洋地域第大会が仙台国際センター

を中心会場として、田中博之(東京多摩みなみ)同地域

プレジデントのもと、総勢およそ 1,000名の参加者を

迎えて大成功の評判です。何より、コアのプログラム

設計とその参加の実行動力の成果が優れていたと思わ

れます。世界で最も高い成長力の中にある期待のエリ

アです。次回 2021 年第 29回南台湾で開催の同大会に

再会の期待が引継がれました。今回は近隣国際関係の

余波は避けられませんでした。 義を行い、利を計らず、

平和を創りだすとは、台湾のワイズメンのワイズモッ

トーの表現です。町田コスモスの 24年を経てエクステ

ンションへの微力からの蘖(ひこばえ)が今のこのアジ

ア太平洋地域の成長に連なっていることを嬉しく思い

ます。2010 年からの西村隆夫直前国際書記長(元東京

センテニアル)の活躍、同年横浜国際大会を主導し今 2

期目の田中アジア太平洋地域プレジデント(東京多摩

みなみ)の働きが相まって、この地域の 2022 年に向け

た奉仕貢献の進展に結ばれることを期待しています。 

  

     8月の予定         
 

8/3(土) 10:00～わくわく！科学実験教室 予習会

＠市民フォーラム≪夏休みスペシャル≫

①手づくりスーパーボール ②カオス振子 

8/２(金)・３(土) 『夏祭り』 玉川学園地域社協・南商

店会主催に、町田 YMCA は今年も出店

参加します。 ⓵東日本大震災・九州西

日本水害支援の物販 ②シャロームパン

の支援販売 ③持ち寄り献品で YMCA・Y’

s クラブファンドなど物心両面の CS で協

力お願いします。 

 

8/6(火) 18：30～20:30合同 8月例会 東京多摩 

みなみクラブ（ホスト）/東京町田スマイリン 

グ/東京町田コスモスクラブ 

会場：永山公民館「ベルデ永山」 4階 

会費：\1,500円 （出席は松香会長へ） 

 
8/9(金)  18：30～20：3東京町田ＹＭＣＡ活動委員会 

 
8/10(土)  14：00～15:30第 153回シャロームの家 

歌声ひろば 

8/12(月) 13：30～ベテランティア 8月の集い 

8/17 (土） 10:00～12：00町田市民フォーラム講

習室 

第 177回わくわく！科学実験教室 

～ 夏休みお楽しみ実験教室 ～ 

① 「手づくりスーパーボール」 

② 「カオス振動」 

＊ 参加費＠￥200円/人 

＊要申込：E メール 

〔 contact@machiwaku-science.com 〕  

 
8/24(土) 18：30～21：30 東京町田コスモスクラ

ブ第 2例会＠市民フォーラム 4階活
動室 

10 月 12 日(土) 13：00～東新部部大会＠銀座
ライオン 5階 

 

 

東京 YMCAニュース 
 
 
＊8 月 4 日～8 日（ロンドン）グローバルユースイ
ベント・「ＹＭＣＡ１７５」 

（ＹＭＣＡ誕生 175年記念） 

＊8 月 24 日(土) 東京 YMCA 夏まつり  

（東陽町センター）東京多摩みなみクラブの出
店があります 

・9 月 2 日(月)～6 日(金) 第 20 回アジア・ 

太平洋 YMCA 大会 

（日本 YMCA 同盟東山荘） 

・9 月 14 日(土)国際協力一斉街頭募金（新宿
駅周辺） 

・9 月 23 日(月祝) 10：00－1４：30 第 33 回イン

ターナショナル・チャリティーラン （都立木

場公園）障害を持つ子供たちが YMCAキャ

ンプに参加することができるように行われる

リレー形式のマラソン大会です。大会ボラン

ティアも募集しています。(準備集合時間は

要確認) 

 
 

東京町田コスモスワイズメンズクラブ事務所： 
〒194-0041東京都町田市玉川学園 8-9-8-106  

(松香光夫気付)TEL/FAX 042-738-3938 

＜第 1例会本例会＞  

第２月曜日 18:30～20:30  

場所：町田市民フォーラム 4 階 町田市原町田 4-9-8 

＜第 2 例会＞  

第４土曜日 18:30～20:30  

 場所：町田市民フォーラム 4 階 町田市原町田 4-9-8 

【会費送金口座】 

きらぼし銀行 新百合が丘支店 店番号 852 

普通口座 0249138  

 

口座名 「トウキョウマチダコスモスワイズ

メンズクラブ カイケイヤジヒデトシ」 

 

＊＊8月から新口座を開設します＊＊

mailto:contact@machiwaku-science.com

