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２０１９年 10 月号 

（第 279 号） 

   今月の聖句   
 

 
 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 月 Happy Birthday：該当メンバーなし   ★11 月例会予告：卓話・仮題「子どもと英語と SDGｓ」 

松香洋子メネット。 素敵なお話が伺えます！ 

 

９
月
デ
ー
タ 

在籍 9 名 例  

会  

出  

席  

メン   名 Ｂ Ｆ ポイント ファンド 

 メーキャップ 名 切手  g (累計  g) ｵｰｸｼｮﾝ    0円 

出席  名 出席率   ％ 現金(含書損ﾊｶﾞｷ等換金分) (累計    0円) 

松香 権藤 メネット  名   円 (累計   円) フォト  0円 

平本 谷治 富樫 ｹﾞｽﾄ/ﾋﾞｼﾞﾀｰ 名 ｶｰﾄﾞ  0枚(累計 0枚) (累計円) 

 

【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。」 

≫ 2019～2020 年度 主題 ≪  

クラブ会長  松香光夫 「次世代型コスモスクラブを創る」 

東新部部長  小川圭一(東京世田谷) 「心を尽くして青少年ＹＭＣAのために」 

東日本区理事 山田敏明(十勝)  「勇気ある変革、愛ある行動！」 

アジア太平洋地域会長 田中博之(東京多摩みなみ)“ＡＣＴＩＯＮ！” 

国 際 会 長 JenniferJones(オーストラリア)「より良い明日のために今日を築く」 

      “Building today for a better tomorrow. On the Move!!” 
 

【クラブ役員】会長 松香光夫 副会長 今村路加 直前会長･書記 権藤 徳彦  

副書記 富樫紀代美 会計 谷治英俊 担当主事 保坂弘志  

幹事 有田士朗 チヤプレン 平本善一 

 

 

兄弟愛をもって 互いに愛し、尊敬

をもって 互いに相手を優れた者と

思いなさい。 

Be kindly affectionate to one 

another with brotherly love, in 

honor giving preference to one 

another. 

( 新約聖書 ローマの信徒への手紙

12章 10節) 

 

【今月の強調テーマ】：  EMC/E  YES 

 
 

巻 頭 言 

会長 松香光夫 

 10 月の強調月間は、EMC／Ｅと YES です。前者

は、Extension （クラブ拡張）を目指すものです。 

３つの側面があって、Ｅ（クラブ新設・拡張）とＭ（会

員増強）とＣ（維持啓発）。昨年度は町田地域に東京

町田スマイリングクラブを新設できましたから、誇る

べき成果だと胸を張ることができます。 

 しかし一方では、現在の各クラブは、いずれのクラ

ブにあっても、会員減少と高齢化の波に襲われていま

す。ワイズメンズクラブの１００年の発展の歴史を目

の前にして、「Change! 2022」をスローガンに、新し

い波を起こそうという動きがあります。 

 地球の状況を考えるとき、また社会現象やその変化

を感じるとき、もう一歩近づいて日々の生活にあっ

て、ボランタリーな活動を進めようとするときに、感

覚をともにできる仲間の顔を思い浮かべることがで

きるのではないでしょうか。一緒にやろうよと、声を

かけてみることはできませんか？ 

強調点のもう一つは、クラブ設立に必要な基金の獲得

（YES）ですが、ここでは課題の具体化を待つことに 

して取り上げずに置くことにします。 

 

２０１９年 １０月例会 

 

次 第 
日時：2019 年 10 月 14 日（月）18:30～20:30 

場所：町田市民フォーラム 4 階 活動室 A 

受付：    司会：    

会費： 

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  

ワイズディナー   会食・懇談  一 同 

会長メッセージ          会 長  

YMCA報告/アピール     担当主事・各委員 

ハッピーバースデイ       

コスモスファンド 

閉会点鐘             会 長 

記念撮影            一 同 

～・～・～ 

 

出欠連絡先：090-7274-3299(松香) 



東京町田コスモスクラブ 9 月度本例会 
日時：2019年 9月 10日(月）18:30～20:30        

 会場：町田市民フォーラム 4階活動室 AB 
参加費：1000円  
出席者：計５名 メンバー4名（権藤、富樫、 

松香、谷治）                   
ビジター：1名太田勝人(町田スマイリング)  
 

新バナー作成中。楽しみです。    
 

東京町田コスモスクラブ第 2 例会 
日時 9/28(土)18：30～20：30 
町田市民フォーラム 活動室 
 

 
出席者：左から 富樫・太田勝人・松香・権藤・谷治 

 

 
東京町田 YMCA 
 

★東京町田ＹＭＣA 9月活動委員会 
日時：9/13(金)18：30～20：30  
会場：町田市民フォーラム 4階活動室 
出席者 4名 杉田主事・松香・権藤・加藤 
杉田担当主事より YMCA 活動報告がありました。その
後、10 月 14 日ボランティアスタート講座は、チラシの見
直し、募集締め切りを 10月 5日としました。恒例クリスマ
ス会は、加藤さんから一部分被災食で賄うなど提案が
ありました。 
 

【報告】 
・東京 YMCA ニュース 
・町田 YMCA :わくわく!実験教室 

ベテランティア 
シャローム歌声ひろば 
グランハート悠々苑 歌声サロン 
夏祭り報告(フォ ローアップ) 
その他 

【議事】 
・10/14 (月祝) V24 構成,チラシ 準備&PR 
・会計報告 
・12月 7日(土) 町田 YMCA クリスマスのタベ準備 

開始 17:30礼拝・18:30-20:30 祝会 
祝会チラシ.プログラム、会食祝会企画 

・町田 0CA拡充、ほか 
【その他】 
・社協・地域情報 
 
 

  

 

 

 

町田ＹＭＣＡ 活動 
 

☆わくわく！科学実験教室 予習会  
9/7(土)9:00～今回の予習会はお休みです 

☆第 178 回 わくわく！科学実験教室 
「クリーンウォーター」 

日時：9/21(土)10：00～ 
会場：町田市民フォーラム 4階活動室 

 
☆ベテランティア 9 月の集い 
 日時：9/9(月)13：30～15：00 3階円卓 
 出席：権藤・富樫（Ｖ７） 
 前回に引き続き 10月 14日（月）Ｖ24フォーラム 
     当日のチラシ作成 
 
☆第 154 回歌声ひろば＠シャロームの家 
 日時：9/14(土)14：00～シャロームの家 
  
○東京町田スマイリングクラブ例会 
 日時 9/18(水)19：00～21：00 
     

10 月行事予定 
 

☆科学実験教室 予習会 
10/5（土）9：00～12:00 町田市民フォーラム ３F円卓 

★東京町田ＹＭＣA活動委員会＠４Ｆ活動室 
  10/11(金)18：30～20：30 
 

○東新部々大会＠銀座ライオン 5階/会費 6000円 

  10/12(土)12：00 変更➡ 11/03(日)13:00～15::00 
 
☆第 155回歌声ひろば＠シャロームの家 
  10/12(土)14：00～ 
☆第 24 回町田ＹＭＣA ベテランティアフォーラム＠町田
市民フォーラム 4階 講習室 

  10/14(月)9：30～16：30  
◎東京町田コスモスクラ 10 月本例会＠町田市民フォ
ーラム  10/14(月)18：30～20：30 

☆第 179回わくわく！科学実験教室＠町田市民フォーラム

4階活動室  10/19（土）18：30～20：30 

◎東京町田コスモスクラブ第 2例会 
  10/26(土)18：30～20：30 

 
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 

≫第 1例会本例会≪  
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 

≫会費等 送金口座≪ 

「きらぼし銀行 新百合が丘支店」 
普通口座 0249138  
名義「トウキョウマチダコスモスワイズメンズクラブ」 

 


