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４月 Happy Birthday：なし 

３
月
デ
ー
タ 

在籍9名 例  メン     5名 Ｂ Ｆ ポイント ファンド  

 会  メーキャップ 2名 切手  g (累計  g) ｵｰｸｼｮﾝ    0円  

出席 5名  出席率  77.8％ 現金(含書損ﾊｶﾞｷ等換金分) (累計    0円)  
平本、権藤、谷治、 出  メネット 0名   円 (累計   円) フォト  0円  
松香、富樫 席  ｹﾞｽﾄ/ﾋﾞｼﾞﾀｰ2名 ｶｰﾄﾞ  0枚(累計 0枚) (累計円)  

 

 

 

２０１９年 ４月例会 

 

次 第 
日時：2019 年４月８日（月）18:30～20:30 

場所：町田市民フォーラム 4 階 活動室 AB 

 受付：中移庸介     、 

司会：有田士朗       

開会点鐘            会長・松香光夫 

 

ワイズソング     一 同 

ワイズのモットー・信条    一 同 

聖句朗読・感謝の祈り  チヤプレン・平本善一 

会長挨拶           

ゲスト・ビジター紹介  

会食    

会長メッセージ     

報告/アピール       担当主事・各員 

ハッピーバースデイ       

コスモスファンド 

閉会点鐘            副会長 今村路加    

記念撮影 

〔参加費〕 1,000円/人 

〔出欠連絡〕090-7274-3299（松香) 

巻 頭 言 
 

会長 松香 光夫 

いつもはワイズの予定表に従って、当該月の強調ポ

イントから発想して巻頭言を始めるようにするので

すが、今回は新しい発想から始めさせてください。 

 本日（４月１日）をもって、新しい時代への切り替

わりが示されたからです。新元号「令和」の発表があ

りました。私たちの活動もこれを機に一層の広がり

を求めていけると良いと思います。もちろん、元号が

変わったからといって、過去（これまでの積み重ね）

が消えてしまうわけではありませんから、前向きに

積み上げていきたいものです。 

 その点で、前月に行われた東日本区の役員研修会

も、今月の強調ポイントにも通ずる一つのエポック

になるものです。私自身はと言えば、クラブ会長を３

年間続けてきましたので、新会長に譲りたいと考え

てきたのですが、役員研修会（LT）を経て、新たな気

持ちで取り組みたいと考えています。それぞれメン

バーの皆さんも、新しい時代の幕開けに臨む姿勢で、

活動に励んでいただくことをお願いいたします。 

 

 

イエスが座り、12人を呼び寄せ言わ

れた。「いちばん先になりたい者は、

すべての人の後になり、すべての人

に仕える者になりなさい。」 

 

～マルコによる福音書 9章 35節～ 

今月のテーマ： ＬＴ  Leadership Training 
 

【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。」 

≫ 2018～2019 年度 主題 ≪  

クラブ会長  松香光夫 「コスモスはどのように咲くのか」 
東新部部長  神保伊和雄(東京むかで) 「ワイズの楽しみは、今、そしてこれから」 

東日本区理事 宮内友弥(東京武蔵野多摩) 「為せば、成る」”No challenge, No fruit” 

アジア地域会長 田中博之(東京多摩みなみ)“Action！” 

国 際 会 長 Moon Sang Bong(韓国)「私たちは変えられる」“Yes, We Can change!” 
 

【クラブ役員】会長 松香光夫 副会長 今村路加 直前会長（松香光夫） 

書記 権藤徳彦  会計 中移庸介  担当主事 保坂弘志 

 



３月例会報告 

★ 東京町田コスモスクラブ本例会 

日時：3月 11日(月)18：30～20：30 

場所：町田市民フォーラム 4階講習室 

出席：松香、谷治、平本、権藤、富樫（５名） 

例会では念願のスマイリングク

ラブ設立が達成されたことを労い

つつ、２月のバレンタインデーを

祝って DBC 宝塚クラブ（青柳美知

子会長）から送られてきたチョコ

レート（写真参照）を、参加者であ

りがたくいただきながら、また、前日の役員研修会の

様子（別掲記事参照）も踏まえて、我がクラブ運営づ

くりを中心の例会になった。 

したがって、今回の例会は事務レベルの話が中心の例

会になったが、「東京まちだ」が「東京コスモス」へ合併

後の会計や例会日の整理など会則改定の内容を協議

した。運営の更新を急ぐ中、大きな課題として捉えて徹

底的に話し合った。 いずれにせよ、EMC 活動をもり立

て少数会員ながらも情熱的に活

動するありのままの姿や、前日

に行われた東日本震災復興支

援の凧揚げの報告を含めてＤＢ

Ｃ/IBC 活動へ繋げたい。最後

に「YMCAの歌」を歌い閉会 

した。              松香会長ハッピーバースデイ！  

★ 東京町田コスモスクラブ第２例会 

日時：3月 23日（土）18：30～20：30 

町田市民フォーラム 4階活動室Ｂ 

出席：有田、松香、今村、富樫、谷治、権藤 

ビジター：太田会長、尾張書記（町田スマイリング) 

第２例会では、事前に議事に関する返信はがきを頂く

など各自の意思を確め合った結果、次期役員候補につ

いて、会長・松香光夫、副会長・今村路加、会計・谷治英

俊、副会計中移庸介、書記・権藤徳彦、副書記・富樫、幹

事・有田士朗、チヤプレン平本善一、担当主事・保坂弘

志の皆さんとなった。活動担当委員については会長に一

任とし、以上を次期体制とした。次期ロースター（締切

4/15)の反映になんとか間に合うことになった。 

なお、「出席率」をあげるために例会日の変更を検討し

てみた。メンバー各自の志すところと最大多数が顔を合わ

せ得る例会日とする本例会の方向は意見が一致。第２例

会日は第2月曜日の本例会時間の前後に置くことにした

い。 

そこで、4月の例会は、4月8日(月)18:30市民フォーラム

活動室を確定し、メンバー各員の志と励まし合いが結び

付つく最大努力・工夫を確認した第2例会となった。 

東京町田スマイリングクラブの太田勝人会長および尾

張日出夫書記から、「愛と奉仕に感謝をもってスマイリング

でつながる地域奉仕のクラブをめざしています。」とスポン

サークラブとしての我がクラブに感謝のお礼を頂いた。 

★ 次期クラブ会長・部役員研修会 報告 

日時：3 月 9 日（土）～10 日(日) ／会場：国立オリン

ピック記念青少年総合センター／参加：松香ワイズ、

谷治ワイズ、権藤ワイズ 

次期会長を今村ワイズで調整していたが、結論が

出ていなかったので松香ワイズが次期会長の代理

出席となった。 



 

活動報告 

★ 第 8 回東日本大震災を忘

れない！希望の凧揚げ 

日時：3 月 10 日（日）14：00～
15：30 場所：玉川学園子ども
広場、参加：伊藤ワイズ（東京
多摩みなみ）、田中ワイズ（ア
ジア太平洋地域プレジデン
ト）、吉田司ワイズ（東京むか
で）、松香会長、権藤、谷治、
富樫各ワイズ（町田コスモス）、
小林陽子さん（ベテランティ
ア）、近隣の方を合わせて約３
０名が集まった。 

よく飛ぶ凧となかなか飛ばない凧があったが、吉田司さんの適切なアドバイスのおかげで全部の凧が揚がり、歌

「花は咲く」を唄いながら、想いを震災支援にはせた。 

町田市民フォーラムでの地域活動 

★ 町田 YMCA活動委員会 

 3/8(金)、出席：杉田担当主事・伊藤ワイズ・権藤

ワイズ、谷治ワイズ（4名）開催記録出席者：担当主

事・杉田裕樹、会計・谷治英俊、委員・伊藤幾夫、

委員長・権藤 

〔議事結論〕「揚がれ！希望の凧」開催、席上配

布（チラシ・実施計画）資金：Y’s3 クラブから千

円の拠出金（コスモス、多摩みなみ、町田スマイ

リング）設営：物品搬送設営（松香邸➡会場） 

★ わくわく科学実験教室 

3/16(土)10：00～（ライトハ

ウス）＠町田市民フォーラ

ム４F活動室ＡＢ 

恒例のわくわく科学実験

室が地元の児童を集め

て、「ライトハウス」とい

う光る家の模型を作っ

て、光が屈折することを

学び、ひと時を楽しみま

した。 

★ 町田社協「ここから始まるボランティア」出展 

３/16(土）13:00～16:30 主催・町田市ボランティア

連絡協議会/町田市連絡協議会、会場・健康福祉

会館にパネル展示に参加した。 

① 町田 YMCA（伊藤・権藤）、⓶わくわく！サイエ

ンス（権藤・谷治）の 2 コーナーで参加。 

内容①ボランティア活動紹介②先輩ボランティ

アの体験談③参加者とボランティア団体の交流 

★ 歌声ひろば 3/9(土)14：00～ シャロームの家 

参加者 104名の春の歌声が元気よく広がりました。 

東日本震災 3・11 を覚えて会場で支援募金 1万円、 

陸前高田産品の物販も 9千円の売上協力ができま

した。 

★ ベテランティア 3月の集い  

3/11（月)13：30～町田市民フォーラム 3階和室 

「揚がれ希望の凧」～東日本復興支援の反省など、

小人数でなごやかな懇談となりました。 

出席者：3名小林・富樫・権藤 

 

★ ボランティア連絡３月定例会 

3/11(月）午後 14:00～町田市民フォーラム 

参加： 町田 YMCA（伊藤） 

次年度年間行事計画などが協議された。 

 



★ 東京センテニアルクラブ例会に出席 

 

日時：3/14 (木)18：30～20：30 

場所：在日本韓国 YMCA 

前列右から 2番目西村隆夫さん（直前国際書記長） 

「おかえりなさい」無事帰国の例会。出席：権藤 

★ 横浜つるみクラブ設立総会 

日時：3月 17日（日）14：00～16：30 

場所：横浜市地域中央地域ケアプラザ 

スポンサー：湘南・沖縄部(佐藤節子部長) 

出席：谷治ワイズ 

★ 東京町田スマイリングクラブ 

日時：3月 20日(水)18：30～20：30例会 

場所：まちだ中央公民館調理室「手作り餃子例会」 

出席：メンバー5名、ビジター4名（参加・権藤） 

ＹＭＣＡ ニュース 

＊YMCA理解≪担当主事のミッションについて≫ 

「東京町田 YMCA 担当主事」と「ワイズ担当主事」(本

来職務＋ワイズ例会に派遣の職務も持つ）の違い。

東京町田 YMCAのミッションの特色：（新クラブ対象

プレゼンテーション）東京 YMCA 南センター担当主

事と密接に連携して東京 YMCA に連なる。1990 町

田に新設、1995 スタッフレス・オフィスレス後「活動委

員会」で運営、地域在住市民ボランティア活動団体

の一つとして市および地域社会福祉協議会に加盟

し、国際ワイズメンスクラブと協働し、地域連携活動を

行っている。 

＊活動 

ボランティア開発：“ベテランティア・フォーラム”(第 2

月曜午後)／青少年育成：“わくわく！科学実験教室

（第１・第 3 土曜午前）／福祉と地域交流支援：歌声

ひろば(第 2土曜午後)／玉川学園地区社協ネットワ

ーク運営会議（年４回） 

＊ オープン・イベント 

8月 「玉川学園夏祭り出店」 

10月 「ベテランティア・フォーラム」 

12月 町田 YMCA「市民クリスマス」 

3月 3・11東日本復興支援「希望の凧揚げ」 

 

★第 20回「liby(リビー)チャリティ-コンサート 

3/2(土)13:00～於日本基督教団阿佐ヶ谷教会 

  町田 YMCA「不登校親の会」を源流とするフリース

ペースの 20周年を東京たんぽぽ Yサービスクラブの

尽力で 200名を超す参加者を得て、「越智光輝と愉快

な仲間たち」と三菱商事コーラスグループの感動的協

賛出演で libyの子ども達に豊かな祝会を贈れました。 

  出席：谷治・権藤、チケット販売協力：1万円  

 

4月行事予定 

 4/6(土)9：00～科学実験教室予習会 

 4/8(月)13：30～15：00ベテランティアの集い 

 4/8(月)18：30～20：30町田コスモスクラブ本例会 

 4/12(金)18：30～20：30町田 YMCA活動委員会 

 4/13(土)14：00～歌声ひろば＠シャロームの家 

 4/14(日)10：00～玉川学園地区社協総会＠桜実

会１階ホール 

 4/17(水)18：30～20：30 東京町田スマイリングクラ

ブ例会＠まちだ中央公民館 

 4/20（土）10：00～わくわく！科学実験教室＠町田

市民フォーラム@町田市民フォーラム４F 活動室

（骸骨モーター） 

 4/20(土)東新部第 3回評議会 

 4/27(土)18：30～20：30第 2例会、5月原稿締切 

 4/30(火)5月ブリテン校了 

☺ 6 月 1-2 日第 22回東日本区大会(国立オリセン) 

☺ 7 月 17-21 日 AYC(石巻)19-21 日アジア太平洋大会 

 
 

例会日：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 
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 
 

会費送金口座：ゆうちょ銀行、店名・〇一八（マルイチハチ） 

口座番号 42284871(郵貯カード使用) 
 

01842284874（他口座から） 
 

口座名 トウキョウコスモスワイズメンズクラブ 


