
. 

 

 

 

 

 

 

２０１７年 ８月号 （第３１１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」 
  

今月の聖句 ｢１粒の麦は、地に落ちて死ななければ１粒のままである だが死ねば 多々の実を結ぶ」 

 ―新約聖書 ヨハネによる福音書第１２章２４節一    

今月のテーマ：８月 Ｃ・Ｓ強調月間 コミニケーション・サービス  地域社会・隣人 奉仕 活動  

☆：☆   

 東京町田 YMCA 通って YMCA プログラム活動を支える事です 

8 月 4 日 5 日（金・土）17 時 「夏祭り：玉川学園商店街南口夏まつり出店」、 

８月 26 日（土）10 時 30 分東京 YMCA「オープンハウス」にチョウチン・ラフル券の協力します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ” 

 

 

 

８月例会 ８月１４日（月）東京まちだクラブと 

             東京コスモスクラブ合同例会 

  

会場：町田市民フォーラム 4階活動室Ａ・Ｂ 

  時間：１８：３０より ～ ２０：３０ 

【例会プログラム】 

                       受付:  権藤徳彦 

                       司会:  今村路加・谷治英俊 

  開会点鐘             後藤邦夫会長/東京まちだ 

  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 平本善一チヤプレン 

 

会食                                  一同 

新年度会長所信   東京まちだ 会長 後藤邦夫   

                 東京コスモス会長 松香光夫 

卓話   東新部 E委員長 太田勝人（東京世田谷） 

タイトル：「東新部エクステンション委員長」を拝命して 

 

 

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  

                      東京コスモス  会長 

ハッピーバースデイ 14日富樫紀代美君 ：東京コスモス会長 

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              松香会長  東京コスモス 

記念撮影     ～～～～～～～～～～   

＜東京町田地域のワイズ運動の進展を目指して＞          

クラブ会長 後藤邦夫 

新年度第１回東新部評議会７月１５日（土） 

山手ＹＭＣＡセンタ－での開会・ 

部長あいさつ（所信）の中で、伊藤幾夫部長は 

「Ｅ人（イーヒト）になろう」というすばらしい部長主題

を提示され、「エクステション（クラブの増設）と会員増

強を今年度の最大目標・課題として活動を進展させていく

方針を語られました。 

これを受けて、太田勝人「世田谷）東新部エクステーショ

ン委員長はその３大優先計画の中に（（仮）東京町田ワイ

ズメンズクラブ））の設立を目指し東新部全体の努力を集

中しながら、特に東京まちだクラブ・東京コスモスクラブ

との間に充分な合意を得ながら、新クラブの設立を実現し

ていきたいと、真剣な想い・願いを語ってくれました。町

田地域におけるワイズは YMCA 運動の強化発展を願う、

私たち東京まちだクラブ、東京コスモスクラブと共にこの

東新部の雄大な目標設定に大きな期待を寄せながらすも、

なお、その協働の目標計画をどのように考えておられるか

など、私も今回の太田Ｅ委員長のお考え〈卓話〉をたのし

みに待っているところであります。 

この想いを心に溜めてクラブの皆さまと 1 年を実り置か

れた豊かに進みたいと願う次第です。   

                   

7 月 22・23 日 第 27 回アジア太平洋地域 AP 大会

がタイ・チェンマイにて開催されました。 

第 28 回 AP 地域大会は田中博之 AP会長の時に、 

東日本区：仙台で行うことが決定しました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 年～18 年度東京まちだクラブ活動方針 

 8 月より       後藤邦夫 会長  

 8/14 まちだーコスモス合同例会 卓話者  

太田勝人氏 レジメ  

１。タイトル：「東新部エクステンション委員長」 

を拝命して 

 ２．趣旨、ひとこと： 

①東新部部長時代に「東京銀座クラブ」と「東京白金・
高輪クラブ」の閉鎖を経験しました。また東新部 EMC

事業主査の時に「東京目黒クラブ」の閉鎖を経験しまし
た。 

 高齢化の要因や、CS 活動をしていなかった、会員どう
しの集まりが希薄となった結果、かと 

思います。  

②クラブの主体はそのクラブの会員が考えて発展を考え
るのが”基本”です。 

部の役員として一緒になって対話をし、建設的な意見を
提案して、ご理解と信頼の上で、 

クラブ発展の方策を目指したい と思っています。 
 ３．プロフィール 

 ２０１０年 １０月 「東京世田谷クラブ」に入会 

 ２０１１年 ７月  クラブ会長（３年間） 

 ２０１４年 ７月 東新部部長 

 ２０１５年 ７月 東新部 EMC 事業主査 

 ２０１６年 ７月 区国際・交流事業主任 

 ２０１７年 ７月東新部エクステンション委員長 

8/14(月)：8 月合同例会 （市民フォーラム 4 階室） 

                            

2017.7 東京まちだクラブ 人事 

          会長 後藤邦夫 

      書記 後藤邦夫 

      会計 谷治英俊 2017/07/10       

  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆   

2017 7 東京コスモスクラブ新人事 

新会長 松香光夫  

     書記  権藤徳彦   

     会計  中移庸介             
8/2６(土)：8 月ｺｽﾓｽ懇親会予定松香会長宅 18:30 予定    

7 月 14 日：町田 YMCA 活動委員会：ﾌｫｰﾗﾑ谷治参加 

7 月 15 日：東新部評議会 後藤会長・谷治参加 

東京 YMCA 山手センター13 時 30 分  

Y MCA 芸術祭受付ボランテイア谷治ﾜｲｽﾞが参加 

＃＃―今後の予定－＃＃2017 年～18 年クラブ例会はコスモス

ｸﾗﾌﾞと協議して合同例会を提案させていただきます。◇ 

 

【８月午餐会】８月２４日の午餐会は、わだつみのこえ記念館
理事長の岡安茂祐氏をお招きして、「いま、あらためて『わだつ
みのこえ』 に聴く」をテーマにお話を伺います。(参加費 3 千
円) 午餐会の後、ご希望の方には卓話者の案内で「わだつみの
こえ記念館」訪問を予定しています。徒歩約１０分です。ぜひ、
ご知友お誘いあわせの上ご参加ください。お申込みは賛助会事
務局まで 

 
◇【夏祭り】８月２６日（土） 

東陽町センターにて 11：30～15：30 で開催致します。模擬店・
子どもゲームコーナー・お楽しみ抽選会・生バンド演奏・ 

皆さま振るってご参加下さい 

東京ＹＭＣＡ 近況報告 
１．5 月 26 日開催の評議員会にて、 

下記の通り理事、監事、評議員が改選された。 

＜理事＞就任：三谷高康氏 宮内友弥氏 若槻史郎氏 星野太郎氏 

退任：河本晶介氏 中井博雅氏  

＜監事＞ 就任：進藤重光氏  並木信一氏 

     退任：寺門文雄氏  本行輝雄氏 

＜評議員＞就任：伊藤幾夫氏 藏知浩氏 林正人氏 

     退任：阿久戸光晴氏 三谷高康氏  

 宮内友弥氏 若槻史郎氏 

また、評議員会会長として、勝田正佳氏に替わり、 

古賀博氏が選任された。 

２．6 月 16 日～17 日に東山荘にて「第 10 回ＹＭＣＡトップリー

ダーシップセミナー」が「ポジティブネットのある豊かな社会を目

指して」をテーマに開催され、全国 26 のＹＭＣＡから 151 名（う

ち東京ＹＭＣＡから 24 名）が参加した。阿部志郎氏（横須賀基督

教社会館館長）と澤村雅史氏（広島女学院大学）による 

基調講演を受け、ブランディングを推進していくための方策につい

てグループディスカッションが持たれた。同盟協議会における 

新しいＹＭＣＡのロゴ、スローガンの発表にも立ち合った。 

３．東京ＹＭＣＡが 1917 年（大正 6 年）、日本で初めての室内温

水プールを設置してから今年で 100 周年となったことを記念し、

全国のＹＭＣＡで記念プログラムが持たれている。東京ＹＭＣＡで

は東陽町センターと山手センターのロビーでＹＭＣＡにおけるプ

ールの歴史を紹介したパネル展示会を開催している他、ＨＰ上でも

特設サイトを公開した。7 月 2 日にはプール開設当時と同じように

ふんどしをしてプールに入り「たらい合戦」や「パン食い競争」を

楽しむ「ふんどし祭り」を両センターで同時開催する予定。 

４．6 月 24 日、「第 20 回会員芸術祭」が東陽町センターで開催さ

れた。開幕のテープカット、菅谷功先生（新槐樹社準委員）による

講評、嶋倉昌平氏による津軽三味線の演奏等があり、出展者同士の

交流がはかられた。今回は 50 名 62 点の出品があり、7 月 1 日まで

の会期中は、会員やワイズメンズクラブによるボランティアが受付

を担った。 

５．今後の主な行事日程 

・国際協力一斉街頭募     9 月 16 日（土）（新宿駅周辺） 

・第 31 回インターナショナルチャリティーラン 9 月 23 日（土） 

（都立木場公園） 

東京 YMCA レポート 2017 08 月ブリテン           

◇【九州北部豪雨災害緊急支援募金】YMCA では、被災地での緊

急支援活動として、必要な物資の支援、また瓦礫撤去などのための

ボランティアの派遣、避難所の支援活動などを中長期にわたって支

援いたします。緊急支援活動に加え、自然の脅威にさらされた子ど

もの心のケアプログラムを複数年にわたり継続し、子どもたちが元

気になることによって、地域が復活していくことを目指します。皆

さまからいただいた募金は、日本ＹＭＣＡ同盟で集約し、被災地復

旧ボランティアの派遣、子どもたちの心のケアキャンプに用いさせ

ていただきます。皆さまのあたたかいご支援をお願いいたします。 

◇【災害スタディ】地域の繋がりを強めることで、首都圏災害に備

えましょう。いざという時に助けけてくれる人は近所の人。そのた

めに日ごろから心がけておくことはなんでしょう？今回は東京災

害ボランティアネットワーク事務局長・福田信章様をお招きして、

会員の皆さんと一緒に考える、学びの時を持ちたいと思い案す。９

月２日（土）13：00～16：00 東陽町センター。お申込みは会員

部 ま で 。 小 畑  貴 裕  Takahiro Obataemail : 

obata@tokyoymca.org 

東京 YMCA 国際ホテル専門学校 校長 

Principal Tokyo YMCA College of Hotel Management 

公益財団法人 東京 YMCA 本部事務局・人事労務部 主任主事 

Executive Director General Affairs  TOKYO YMCA 

東新部部大会のご案内 東新部部大会のご案内  

 東新部部大会のご案内 第 21 回東新部部大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部大会支える実行委員長は 東京まちだクラブ後藤邦夫会長ﾜｲｽﾞです。 

ホストクラブとしては、新生「｢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 

皆さまの参加と、ご協力をよろしくお願いいたします。 

＜日時＞10 月 14 日(土) 13:00-17:00 ＜会場＞東京 YMCA 社会体育・保育専門学校（東陽町） 

 ＜プログラム＞：式典、バリアフリー競技「ボッチャ」体験、＊懇親会 ＜参加費＞3,000 円 


