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6 月 Happy Birthday：12 日 権藤徳彦ワイズ 

 

 

 

５
月
デ
ー
タ 

在籍 9 名 例  メン    ４名 Ｂ Ｆ ポイント ファンド  

 会  メーキャップ１名 切手  g (累計  g) ｵｰｸｼｮﾝ    0円  

出席 4 名  出席率  55.6％ 現金(含書損ﾊｶﾞｷ等換金分) (累計    0円)  
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 3名 ｶｰﾄﾞ  0枚(累計 0枚) (累計円)  

 

2019 年 6 月例会 
     ＝年次総会＝ 

 
日時:2019 年 6 月 10 日(月) 18:30～20:30 

場所:町田市民フォーラム 4 階活動室 

  受付：保坂弘志     、 

      司会：今村路加 
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          会 長 

ゲスト・ビジター紹介      会 長 

会食   ～ひとこと歓談～    一 同 

年次報告・協議         会 長  

報告/アピール       担当主事・各員 

ハッピーバースデイ        会 長 

コスモスファンド        ドライバー 

閉会点鐘            会 長  

記念撮影            一 同 

～・～・～・～ 

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 

6月・月間強調 評価    
 ７月から新年度を迎えるワイズの暦では、当然6月が 

年度の最終月ですから、この１年間はどうであったかを 

省みる時期として、「評価」が強調される月になります。 

会長をお受けして１年間はアッと言う間に過ぎ、２年目 

に当たって「コスモスを考える」と言うテーマを掲げて、 

私たちのクラブがどうあるべきかを考えるきっかけにし 

たいと思いました。さらに１年が経って、「コスモスはど 

のように咲くのか」と、花を咲かせる段階に焦点を当て 

ました。この頃、エクステンションに光が当てられ、新し 

いクラブ作りが、各所で動き出したこととタイミングが合 

いました。町田地域には私たちの親クラブである「まち 

だクラブ」があり、高齢化、少数化という状況を共有して 

いたこともあり、合体して新クラブに寄与しようと言うこと 

になりました。 結果的に2018年11月18日に11名のメン 

バーからなる「東京町田スマイリングクラブ」を祝う設立 

総会が行われ、続いて国際協会の認証も得て2019年2 

月24日には同クラブのチャーターナイトが、玉川学園さ 

くらんぼホールで行われて、私たちの活動が身を結び 

ました。この過程は、スポンサークラブとしての東京クラ 

ブ、厚木クラブの力でもあり、多摩みなみクラブの応援 

の結果でもありました。合わせて御礼申し上げます。 

「わたしがあなたがたを選んだ。

あなたがたが出かけて行って実

を結び、その実が残るようにと、

また、わたしの名によって父に願

うものは何でも与えられるように

と、わたしがあなたがたを任命し

たのである。」 ～ヨハネによる

福音書 15章 16 節～ 

【今月のテーマ】 ：        評 価 
 

【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  

 



■ ５月第 1例会報告 ■             

東京町田コスモスクラブ本例会 

 

日時：2019年 5月 13(月) 18:30～20:30 

会場：町田市民フォーラム 4階活動室 AB 

会費：\1000（収入 6,000円、支出 0円） 

出席：計 6名（メン 3名：松香、権藤、富樫）、ビジ

ター2名：太田勝人（スマイリングクラブ会長）

為我井（スマイリングクラブ副会長）、ゲスト

1名：加藤祐一（日本トイレ研究所会員、ベテ

ランティア講師他） 

司会：権藤／受付：富樫 

 

今月の例会は

３人のクラブ

メンバーと３

人のビジター

太田会長と為

我井ワイズ(ス

マイリングク

ラブ）、加藤氏（元目黒クラブ）のみなさんのお

かげでワイズ交流の素晴らしさを実感させる例会

となりました。その中で持続可能な開発目標

『SDGs』という国際的な環境取り組みに該当して

いる活動を明確に記すものはマークで示そうとい

う運動です。これに町田コスモスクラブは該当す

るものをブリテンに、そのマークをつけようとい

うことを権藤ワイズは熱弁しました。これに松香

会長は大いにうなずき、我がクラブ活動に期待さ

れました。最後はYMCAソングを合唱して例会を閉

じました。                     

 

 ビジターからのひとこと  

〔太田会長〕町田コスモスクラブから多くの支援

をいただき、本当にありがとうございました。皆

さんの情熱をまた肌に感じまして、クラブに持ち

帰りたいと思っております。 

〔為我井ワイズ〕はじめて、参加させていただき

ました。クラブ交流というものを体験させていた

だき、ありがとうございました。 

〔加藤氏〕ワイズにはたくさんの健康づくりの魅

力がありますね。今日の皆さんのお話を聞いたそ

う思いました。昨年10月のボランティアリーダー

講習会で私は、災害時のトイレ対策の講演をいた

しました。只今は、災害時のトイレ衛生管理を勉

強しております。権藤さんもお元気で、また今年

も講習会で披露できたらと思います。よろしくお

願いします。        

■ ５月第２例会報告■             

東京町田コスモスクラブ第２例会（兼役員会） 

日時：5/25(土)18:30～20：30 

会場：松香会長宅      

出席：4名（松香、権藤、谷治、富樫） 
※同日メーキャップ１名 保坂担当主事（YMCA 会員大会） 

松香会長宅を会場に提供頂き、第２例会を行い

ました。落ち着いた雰囲気の中で、クラブの抱え

る問題、課題をじっくり確認し合いました。 

＊クラブ会費納入状況、ロースター2018-2019 の

コスモスクラブのページ広告料、新クラブ設立

支援出金の清算関係を含めて、クラブとしての

現在残高を調べました。 

クラブ会計についてはクラブ合併に伴い、仕組

みと役割を見直ししっかりと行うように、クラ

ブ総会に提出する案、その他を検討しました。 

 

 
 

■町田ＹＭＣＡ活動報告■   

   

☺ 科学実験教室予習会 
  日時：5/4(土)9：00～ サポーター５名   

会場：町田市民フォーラ 4Ｆ活動室 AB 

 

☺ わくわく!科学実験教室『ふくろうのぺリット』 

日時：5/18（土）10:00～12:00  

会場：町田市民フォーラム４F活動室 AB 

児童：1４名＋保護者 5 名、森田インストラクタ

ー、サポーター計 6名。ふくろうが捕食し

た小動物の骨のホンモノを発見して大興

奮！森のいのちのつながりが分かった。 

 

   



☺ 東京町田 YMCA活動委員会 

日時：5/10 (金)18：30～20：30 

会場：町田市民フォーラム 4F活 動室 AB 

出席 4名：杉田主事、権藤、伊藤、 富樫 

 

☺ 第 150回 歌声ひろば 

日時：5/11(土)14：00～ 会場：シャロームの家 

出席者：107名、YMCA大震災支援募金\8000円 

 

☺ ベテランティア 5月の集い 

日時：5/13 (月)13：00～15：00会場：3階円卓  

出席者 4名：権藤、富樫、平田登、小林陽子 

V24企画中・近況報告 

※5/6(月)午前には飯田健次講師と10月14日

（月・祝）に予定されている第24回ボランテ

ィアスタート講座に向けて事前打合わせ行っ

た（飯田・権藤・太田） 

 

■ＤＢＣフェローシップ■  

 

☺ 宝塚クラブ青柳美知子様宛 

玉川焼きのお届け 

「バレンタインのお返しは、ホワイトデーと決まっ

ておりますが、それから遅れること１ヶ月、そのう

えさらに令和を迎え、端午の節句となりました。 5

月の例会（5月 8日）を目指して、玉川学園名物「玉

川焼き」２５個をお届けします。ご賞味ください。」  

ご挨拶まで。 

東京町田コスモスワイズメンズクラブ 

 松香光夫（5月 5日） 

   

IBC ニュース～マレーシア KL クラブ 
 

 
 KLクラブ Ngu Sew Kee夫妻とメンバーズ 2019 

    

第 22 回 東 日 本 区 大 会 開 催

 
～親子 3クラブお揃いでバナーセレモニー～ 

太田勝人会長(東京町田スマイリング 2018)、深尾香

子会長(東京多摩みなみ 2016)、徐鐘煥会長(東京セン

テニアル 2015)、松香光夫会長(東京町田コスモス) 
 

日時：6月１日(土)～2日(日) 

会場：国立青少年オリンピック記念センター 

受賞：東京町田コスモスクラブ＝新クラブ設立賞会

員ノンドロップ賞・ユース支援広告協力賞 

記念講演：「原爆で死んだ米兵秘史」森重昭氏(82) 

 米国民も知らなかった被ばく米兵捕虜 12 名の真

実を追跡し日米をつないだ記録上映と生報告。 

 

  
   
 

東京町田スマイリングクラブが区大会にデビュー 

 
為我井次期会長・権藤・太田会長・富樫・松香会長・谷

治の皆さん（出席の町田コスモス保坂＆町田スマイリン

グ諏訪 両クラブ担当主事がシャッターに間に合わず！） 

file://///8000


■■■ Ｙ’s交流 ■■■  

☺ 祝とやまワイズメンズクラブチャーターナイト 

日時：５月１０日（土） 

会場：とやま自遊館(富山市港入船町)  

参加者：東・西日本区ワイズメン他 約 120名 

島田茂新クラブ書記と権藤書記（菰渕撮映）          

 

☺ 東京クラブ例会 
 日時：5月 14日（火）18：30～20：30  

会場：東陽町センター 

報告：BFアフリカ派遣報告・比奈地ワイズ  

 参加：町田コスモスより松香会長(ハチミツ紹介) 

 

☺ 東京町田スマイリングクラブ例会 
日時：5 /15(水)18：30～20：30 

会場：まちだ中央公民館 

町田コスモスより権藤出席 

    感想～いいクラブです。（権藤） 

 

 

 

■■東京ＹＭＣＡ報告■■  

 

☺ 東京ＹＭＣＡ第 17回会員大会 

日時：5/25(土)13:00-16:00申込締切５月 13(月) 

会費：会員２０００円/一般１０００円 

会場：山手コミュニティー・センター(新装) 

＊午前・会長会：松香会長・保坂担当主事、 

＊午後・会員大会：総主事年度報告・年次ボラン 

ティア表彰など。松香・保坂・谷治・権藤

＊東京 YMCA 全会員数:993 名＠2019 年 5月 23日 

山手会館の耐震補強及び内装リニューアルの改

修工事が完了し、1 階ロビーに開放的なスペースが

設けられ、安全に心地よく利用できるさまざまな工

夫が施された。（詳細は別紙東京ＹＭＣA4/22 近況

報告による） 

 

☺ 参加募集・第 20回アジア・太平洋ＹＭＣA大会        

9月 2日～6日（東山荘） 

■■ ６月の予定 ■■■  

 

～YMCA 行事予定～ 

・第 22回会員芸術祭 6月 22日（オープニング） 

   会期 6月 24日(月・受付当番)～29日(土) 

会場：東陽町センター 

・ＹＭCA保育園「ねがい」開所式 世田谷 

6 月 29 日（保育園ねがい） 
 

     ～東京町田 YMCA の予定～ 
  

6/1(土) 9：00～科学実験予習会 

町田市民フォーラム 4F活動室 

6/8(土) 14：00～歌声ひろば 

＠シャロームの家 

6/10 (月) 13：30～15：00ベテランティア 6月

の集い＠市民フォーラム 

6/10(月) 18：30～20：30東京町田コスモスク

ラブ本例会＠市民フォーラム 

6/14(金) 18：30～20：30東京町田ＹＭＣＡ活

動委員会＠市民フォーラム 

6/15(土) 10：00～科学実験教室『深海ダイバ

ー』＠市民フォーラム 

6/19(水) 18：30～＠まちだ中央公民館 

東京町田スマイリングクラブ例会 

6/22(土) 18：30～東京町田コスモスクラブ第 2

例会＠市民フォーラム 

  

 

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 



 


