
      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  ２０１６年   １１月号 
           （第３０３号） 

  今月の聖句   

「彼等のために 私は自分自身を捧げます」 
新約聖書  

ヨハネによる福音書 第 17章 19節 13章 8節 
 

今月のテーマ：「FOFファミリファースト」 

 

病床ある後藤会長様の早い快復を祈ります。 
今は病床にある後藤会長のリーダーシップのもと 東京まちだスクラブは、素晴らしい活躍をして、 

東日本区大会席上、11部門の表彰を受け、また設立２５周年のこの年に、天の時・地の恵・人の和に祝福され、 

１コスモス２厚木 三番目の子クラブ「東京多摩みなみワイズメンズクラブ」設立の喜びが与えられました。 

東新部先輩クラブある中でも弱小のまちだクラブは、生き抜いて、佐藤前部長の配慮、太田 EMC委員長の初動と伊丹前部長の

実働で、多摩地区にコミュニティー型クラブの誕生が成功し、ワイズダムの新な期待を高め、細川部長に引継がれた。 子 コ

スモスクラブから移籍 東京多摩みなみクラブの伊藤次期部長が誕生します  

我がまちだは６名であるが伊藤次期部長を応援します。クラブは、東京町田 YMCA 活動の展開、地域の世代の元気と健やかな

日常づくりに努めています。時に新しい自己にも出会い、互いに他を愛す生甲斐の交わりが広がる歩みのために 

、皆様各別の感謝に併せ、しばらく谷治がクラブ運営をいたしますので宜しくお願いいたします後藤会長の快復を祈ります 

＝＝ クラブを更に楽しもう ＝＝       （副会長 谷治 英俊） 出席連絡は０９０－３２０３－９４９１   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

１１月例会プログラム 

日時：11 月 14 日(月) 18:30~20:30 

場所：町田市民フォーラム 4 階 室 

司会：平本     受付：有田    

＊開会点鐘（副会長） 

＊聖句朗読（司会） 

＊ワイズソング・ワイズの信条 

＊会長挨拶 

＊ゲスト・ビジター紹介（会長） 

＊夕食 

＊卓話 中村基信氏 （賛育会 理事）（ 

 ―YMCA から生まれた賛育会― 

 社会を見つめる、地域に生きる 町田事業所  

＊YMCA ニュース・委員会アピール  
＊ハッピー・バースデイ 

＊閉会点鐘（副会長） 

１２月は「市民クリスマススの集い」 
 毎年 12 月例会を、わが東京まちだ・コスモスク

ラブ・多摩みなみクラでは３クラブでは合同で 

東京町田ＹＭＣＡ  市民クリスマス会を企画し

ました。歌ごえとマリバを中心に市民とクリスマ

スを祝いたいと思います。 

今期はコスモスクラブと協働で、色々行事も実行

しました。町田 YMCAと 共に楽しむ・さらに充実

したクラブライフを目指して楽しみましょう。 

皆様の協力があって 成功しています 出席感謝  

 

日時：１２月１０日(土)１６：００―20：30 

場所：原町田教会        

会費：１000円 市民 500円(食材・飲み物代) 

1月例会は在京ワイズ合同新年会 1月 7日（土） 
１２：００山手 YMCA ＝新年歌はじめ＝  

10 メンバー     メン    ４名 Ｂ Ｆ ポイント ファンド  

月 出席 在籍６名  ﾒｰｷｬｯﾌﾟ   1名 切手    0g (累計   ００g) 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6名  メネット   1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)  

                                                 ･ﾌｧﾝﾄﾞ0円(累計    ０円)      

2016～2017年度 主題主題 

クラブ会長後藤邦夫：「新クラブと共に ワイズを更に楽しもう」 
                   

東新部 部長 (細川 剛(東京)「今チャレンジ 明日に向かって 

ワクワク党支部」 

東日本区理事 (利根川 恵子( 川越)  

「明日に向かって今日働こう」 

アジア地域会長 TUNG MING HSIAO( 台湾) 

「ワイズ運動を尊重」 

国 際 会 長 JOAN WILSON(カナダ) 

「私たちの未来は、今日から始まる」 

 

 



東京まちだワイズメンズクラブ １１月例会卓話 

 

ＹＭＣＡから生まれた賛育会 

～社会を見つめ、地域に生きる～ 

 

日 時 ２０１６年１１月１４日（月）18：30～ 

会 場 町田市民フォーラム 

 

１．ＹＭＣＡから生まれた賛育会  

  皆のものがひとつとなるために ⇔ 隣人を 

自分のように愛しなさい 

 

２．社会福祉法人賛育会の事業 

① 医療 1919年 日本初の庶民向け産院 

・日本で最初の訪問看護開始 

② 福祉 1964 年 東京で２番目の特別養護老

人ホーム開所 

③ 保育 1918 年 防貧事業としての母性保護

事業と、託児事業を開始 

 

３．賛育会町田事業所 

  ① 清風園 

特別養護老人ホーム・ショートステイ・

デイサービス・訪問介護・ 

訪問看護・グループホーム・サービス付

き高齢者向け住宅 

② 第二清風園 

特別養護老人ホーム・ショートステイ・

デイサービス・ 

居宅介護支援事業所・高齢者支援センター・ 

東京シニア円滑入居賃貸住宅 

 

４．地域に生きること   

① 地域に必要とされる社会福祉法人 

  ニコニコ清風食道 

② 地域に生きるボランティア 

 

③ ＹＭＣＡと賛育会 

ＹＭＣＡ⇒世界を見つめ、地域に生きる 

賛育会⇒社会を見つめ、地域に生きる 

 

卓話者 中村基信 氏 紹介  

 

大阪生まれの札幌育ち。札幌 YMCAのキャンパー、仙

台 YMCAのリーダーを経て東京ＹＭＣＡに入職。英語

学校・目黒・江東・前橋・山手等に勤務。担当主事

としてワイズメンから奉仕の精神と人やお酒との正

しい付き合い方を学ぶ。1999 年に長野県小布施町の

新生病院に出向し、医療・福祉に関わる。2004 年に

社会福祉法人賛育会に転職。現在は町田市にある特

別養護老人ホーム第二清風園で高齢者福祉に携わる。 

 

特別養護老人ホーム 第二清風園 施設長 

社会福祉法人 賛育会 理事 

 

２０１６年度 東京まちだクラブ 

活動報告７月～12月例会 

 ７月１１日町田市民フォーラム 4階室にて 

細川 剛 部長 公式訪問日  

    後藤会長のモット 

 「新クラブと共に ワイズを更に楽しもう」 

 メンバーに抱負と理解を求める。。計１４名(M6名) 

 

 ７月１７日 多摩みなみクラブ チャターナイト 

   開かれる 総員１0１名 東西ワイズが集る。 

スポンサークラブ後藤会長が喜びのの挨拶した。 

東京まちだ・コスモス ２クラブノの 25･20周年､事

業として昨年の７月から準備委員会スタートして、

１年間で 部を超えて、東日本区だけでなく西日

本・ＤＢＣ、いや世界の  Ｙｓの応援をえて今日

を迎えることが出来ました。感謝感激に 

ありがとう ありがとう 有り難うございました 

 

ＤＢＣの宝塚クラブ 鯖尻 会長・交流委員長石田

さんが、紹介会員、真藤様を励ましに参加してくれ

ました。感謝 チャターターナイトを大盛況に盛上

げた。 

 

ＤＢＣの鳥取クラブ早川会長から祝電・祝金届く、 

新クラブへ届ける 

 

 ８月８日 ８月例会：。小畑貴裕（新担当主事）  

｛友情と地固めをクラブ員の望みです。｝ 

       ホテル学校校長時代に東

京西クラブの担当主事したのでＹｓ理解はあります

ので、協力いたします  

 ８月２７日 東京コスモスクラブ 20周年記念 

希望の講演会 聴く そして 待つ 安曇氏 

９月 12 日(月)18:30～20:45 町田市民フォーラム 4

階にて 

「みんなで考える まちだクラブ“更正”への試み」

話し合い創り出し、継続 楽しみ集い 

出席者  ：  後藤 、有田、平本、

小畑ビジター：佐藤茂美（東京）、権藤（東京コスモ

ス） 飯野毅与志（東京山手）、伊藤幾夫(東京多摩

みなみ)    

  

１０月 10 日 １０月例会 町田市民フォーラム 4 階

にて 

   ―ワイズを更に楽しもうー 

（各自持参 弁当を少しずつわかちあいました） 

  他人の弁当を堪能して、喋りました ） 

 

11月 14日(月)１８：３０ 11月例会 

  町田市民フォーラム 4階室にて 

   卓話者 中村 智信 氏 （賛育会 理事 ） 

   ＹＭＣＡから生まれた 賛育会  

   賛育会の町田 事業所 と地域に生きること 

  みなさまの参加をを歓迎いたします。 

（今回は谷治が M文責者でです 乱筆乱文でゴメン） 


