
 

 

 

 

 

 

 

２０１７年１２月号 （第３１5 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 ｢信仰もこれと同じです 行うを伴わないなら信仰もそれだけでは、死んだものです。｣ 

新約聖書 ヤコブの手紙 第２章１７節 

今月のテーマ：１２月 クラブ強調テーマ EMC/ＭＣ・クラブ会員増強・維持啓発・クラブ拡張・    

 東京・町田 YMCA 通って YMCA プログラム活動を支える事です 

   12 月 9 日（土）市民クリスマス 町田 YMCA 主催   原町田教会    
1 月例会： 1 月 13 日土曜日 16:00～20:30）。 東京地区 合同ワイズメンズクラブ新年会 

２月例会： 2 月 12 日（月）18：30   町田フォーラム４階  

12 月 9 日（土） 第 132 回歌声ひろば 町田 YMCA 共催シャロームの家  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 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   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 ri 

 

１２月例会：東京町田 市民クリスマス会 

１２月９日（土）東京まちだクラブ。コスモス合同例会  

会場：原町田教会  

 時間：１６：３０より ～ ２０：３０ 

【例会プログラム】           受付:谷治：富樫：  

司会:平本・小畑  

    招詞 イザヤ書 60章 1〜2節  

  讃美歌 267   

頌栄 28 

聖書箇所：ヨハネによる福音書 1章 1〜4節    

説教題「小さな光があなたを照らす」    宮島牧人 

～～～～懇親会 司会: 小畑・保坂～～～～～～ 

 ワイズソング                         一同 

会長あいさつ    東京コスモス  会長 松香     

今月の歓迎アピール     東京まちだ  後藤邦夫会長  

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     ～～～～～～ 

 

11 月 卓話 有田士朗ﾜｲｽﾞ 
東京まちだワイズメンズクラブ有田士朗は、今年卒寿(満 90歳) 

迎え、残された生涯はせいぜい４・５年に過ぎないと考えています。 

 折しも今年はマルチン・ルターの宗教改革 500年祭になります。 

そこで私は、死ぬ前にドイツ・ヴィッテンベルグ城教会の 

500年祭の礼拝に参加しようと考えました。妻有田淑と二人で 

日本航空にて成田空港からフィンランド・ヘルシンキ空港を経由 

してベルリン・テーゲル空港に着き、ベルリンから列車で 

ヴィッテンベルグに行きました。 

ヴィッテンベルグは沢山の出店が並んで日本の村鎮守祭の 

ようでした。城教会の 8：00に始まる英語による礼拝に参加 

するために、朝 7：00から現地に赴きました。 

テントで、飛行機の搭乗と同様の荷物検査等の厳しいセキュリ 

ティ・チェックを受けました。 

そして晴れて門扉に「95箇条の提言」の刻まれた城教会にて 

礼拝に参加することができました。 

 帰りの飛行機は、フランスのシャルル・ドゴール空港経由でした。 

往復 30時間余りの飛行機による長旅であったものの、 

私は要介護状態でしたので航空機の乗り換えは車椅子に乗り、 

常にサポーターが着き優先的に搭乗させて下さいました。  

この度、ルター500年祭の礼拝参加できまして深い感激を覚え 

ました。そして神のお守りのうちに無事に帰国できたことを 

心から感謝しています。 以上 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＤＢＣの西日本区六甲部 宝塚クラブのニュースから 

12 月 20 日（水） ユース招待による クリスマス礼拝と例会 宝塚ホテル  

1 月例会 1 月 10 日（水） 平和の使者（青い目の人形）   宝塚ホテル  

2 月例会 2 月 14 日（水） かるがも園の働き        宝塚ホテル  

 宝塚ワイズメンズクラブ 30 周年記念例会 ご案内  

2018 年 3 月 21 日（水）午後 12 時から 

場所：宝塚ホテル       詳しくは HP で 
http://www.kobeymca.org/ys/takarazuka/jpg/201712_02reikai.jpg  

後藤邦夫会長のあいさつ １１月 

“”備えて 待とう 時の来るのを‘’、、、。。ﾊﾞｯｻｲ、。、。 

町田の私たちは、新しいワイズのクラブ創りに夢を 

もやしていますｙs。 

最近元気が出た書生は相模川まで趣味の釣り人を見に行きました。

青年が強風の吹く中、風の止む時を 

ぁ信じてまっていたように 私たちも町田の各地で、備えて、待つ

ことが 、大切なことかもしれないとおもいます。 

１２月 

““その日は近い 2018・7 月皆で頑張ろう” 

Merry  Christmas！  

         東京まちだクラブ会長 後藤邦夫  

ある家庭用品セールスマンの PR 新聞に、その会社社長 

Y さんが、次のように書いておられます。 

感動して読みましたのでその一部を紹介させて頂きます。 

「私は全国各地を訪問し、地域で活動する加盟店オーナーや商品・

サービスをお届けするお客様と対話をしています。 

その時に仕事の話しだけでなく、地域社会への取り組みにについ

て、話を伺う機会もあり、、｡、「」以上 抜粋） 

加盟店オーナーの多くは、その地で生まれ育ったことの恩返しの気

持ちで自社の仕事に加えて、地域の行事やお役を担い色々な活動を

されています。私 後藤は、何気なく読み始めたＰＲ誌でしたが、

この文章に大きな感動を覚え、これこそ、今、私たちが町田地域に

あらたに結成しようとしている、町田市内 3 つ目の“奉仕グループ 

ワイズメンズクラブに共通する“思い‘’念願―魂―の菅田があり

ありと語られているなと、感動をしてしまったのでした。 

町田市内とは、いまだに残念ながら、地域に根付いた YMCA とし

ての、独自の施設・会場、専門の職員・スタッフが、 

常駐でいません。それだけに、この地域社会にボランテイアサービ

ス 心として届ける奉仕の大切さを、私たちは日々に遺憾させらき

ていました。しかし その多年の苦境の中から、仲間同志の“志”

結ばれて町田地域にもう一つの“ワイズメンズクラブの設立を共働

で実現する目標が設定されました。その時は来年 7 月です。その日

に向けて皆で頑張りましょう!！ 

ＹＭＣＡニュース 12 月の東京 YMCA をお知らせいたします。 

 ・YWCA 合同祈祷週礼拝報告  11 月  16 日（木）、

YMCA・YWCA 合同祈祷週礼拝 が、東陽町の東京 YMCA 社会

体育・保育専門学校校 舎で行われ、約 70 名の参加がありました。

金迅野牧 師（在日本大韓基督教会横須賀教会）に、今年のテー マ

「立ち上がり、思い切って言いなさい。－抑圧や、 差別におかれ

た人々の声を－」に沿った説教をいた だき礼拝を守りました。 

ソシアス 2017 開催報告 11 月 25 日（土）、江東幼稚園を会場に

ソシアス 2017 が行われました。新しい会員活動として、遊び道

具を 作って子どもたちに贈る「ジョイファクトリープロ ジェク

ト」 東京 YMCA 本部移転 東京 YMCA 本部事務局と会員部

は、2018 年 1 月 22 日から現在の東陽町センターから下記へ移

転します。 新住所 〒169-0051 東京都新宿区西早稲田 2ー 3 ― 

18     日本キリスト教会館 6 階 代表電話番号：03-6302- 1960 

FAX 番号：03-6302- 1966 ※東京メトロ東西線早稲田駅より徒歩

５分 月の主な予定 ・東京 YMCA 国際クリスマス祝会 12 

月 9 日（土） （東陽町センター） ・日中韓 YMCA 平和フォー

ラム 12 月 16 日～20 日 （韓国・光州） ・東陽町クリスマスオ

ープンハウス 12 月 23 日（土） ※全館を会場とした東陽町センタ

ー最後のイベン トとなります。            

多摩みなみクラブこれからの予定 ・12/3(日）：西東京センター・

ファミリークリスマス ・12/18（月）：12 月役員会（ベルブ永山 3F 

講座室）    ※終了後に忘年会も行います。役員以外の方も どう

ぞご参加ください。 ・1/9(火)：1 月例会（ベルブ永山 3F 講座室）  

・1/13(土)：在京ワイズ合同新年会 ・ 

1/23(火)：1 月役員会（曜日が変更になっています。） 

 

 
後藤会長と有田ワイズ 

 

“わたしは光として世に来た” 
 ヨハネによる福音書 12 章 46 節 

Merry  Christmas！  
 日時  １２月 9 日(土) 

開会： 17:30 - 20:00   

会場：原町田教会・幼稚園(原町田 3-9-16) 

市民クリスマスの集い 

            東京町田 YMCA  

         ☺ 子ども わくわく！科学実験教室  

         ☺  シャロームの家 歌声ひろば 

         ☺ ベテランティア・フォーラム  

☺  忘れない東日本！希望の凧揚げ   

  東京町田 YMCA 市民クリスマスの集い 2017    

  受付：17：30～名簿/名札/トラクト/会費/交換プレゼント 

礼拝：17：45～18：15 日本キリスト教団原町田教会 

司会 平本善一 

           宮島牧人 牧師 

           奏楽 桑原良子 

           原町田教会ジュニア聖歌隊 

献金～東日本大震災支援のために～伊藤幾夫    

 

祝会：18：30～20：00 原町田幼稚園ホール 

      東京まちだ/東京コスモス合同例会 

           司会 今村るか・小畑貴裕 

           ピアノ 宇塚晴夫 

 開会点鐘：実行委員長・東京コスモス会長 松香光夫 

 クリスマス讃歌： ジュニア聖歌隊 

 参加者紹介： 東京町田 YMCA 権藤徳彦 

 愛餐のとき： 楽しいお食事と まじわり 

 プレゼント交換 ＆ クリスマス祝歌 一同 

 閉会点鐘：  東京まちだクラブ会長  後藤邦夫          

会費：こども無料、一般・市民￥500、ワイズメン￥1,000. 

 交換プレゼント：一人 1 個(300 円～500 円)のお持寄を。 

§ 準備：ゲスト案内状・トラクト作成権藤 当日準備：集合 16:30

～ 権藤/小畑/（保坂）買出し中移、谷治(会計)、 礼拝堂 設営・
権藤/有田・（小畑・保坂） ホール 設営・権藤、レイアウト/装飾・
小畑配膳・富樫、ベテランティア会費：子ども＆ゲスト無料ｘ(15

名？)、一般大人＠￥500 円ｘ(15 名？)、  7、500 円ワイズメン＠
￥1000ｘ(15 名？)、15，000 円 両クラブ各 1 万円 20，000 円」
YMCA 町田・２万円(謝礼)、東京Ｙ・1 万円(会場費) 喫茶食数：
30 食（＠￥500 円）＋持寄り/差入れ歓迎 15，000 円 Ω  

http://www.kobeymca.org/ys/takarazuka/jpg/201712_02reikai.jpg

