
THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF Y’S MEN’S CLUBS 

 JAPAN EAST REGION TOHSHIN DISTRICT 

TOKYO MACHIDA COSMOS 

  東京  東京町田コスモスワイズメンズクラブ  
                      THE COSMOS  Chartered in May 1996 

 

２０１９年 11 月号 

（第 280 号） 

   今月の聖句   
 

 
 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 月 Happy Birthday：該当メンバーはなし。 

 

⒑
月
デ
ー
タ 

在籍：   ９ 名 例  

会  

出  

席  

メン：  ３ 名 Ｂ Ｆ ポイント ファンド 

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

出席：  ４名 出席率   67 ％ 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   0 名     円 (累計   円) フォト   0円 

   谷治 〔太田〕 ｹﾞｽﾄ/ﾋﾞｼﾞﾀｰ １ 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 権藤徳彦 

書記 権藤 徳彦 副書記 富樫紀代美 会計 谷治英俊 副会計中移庸介 

担当主事 保坂弘志 幹事 有田士朗 チヤプレン 平本善一 

 

 

もし、兄弟あるいは姉妹が、着る物も

なく、その日の食べ物にも事欠いて

いるとき、…彼らに「安心して行きな

さい。温まりなさい。満腹するまで食

べなさい」と言うだけで、体に必要な

ものを何一つ与えないなら、何の役

に立つでしょう。… 行いが伴わない

なら、信仰はそれだけでは、死んだも

のです。 

 

新約聖書ヤコブの手紙 2 章 15-17 節 

【今月の強調テーマ】： ワイズの日 ・ ファミリーファスト  

 
 

巻 頭 言 
会長 松香光夫 

11 月の強調月間のポイントとして、「ワイズ理解」と「フ

ァミリーファスト」の２つが挙げられています。ワイズの年

度は７月から始まりますから、ひと落ち着きした１１月に自

分にとってワイズとは何かを考え直してみるタイミングな

のでしょう。何を理解するかは、人それぞれでしょうから、

ここではそれぞれにお任せして、とりあえず棚に上げてお

きたいと思います。そこで、ここでは２番目のファミリーフ

ァストを取り上げます。「用語解説」によると、TOF を身近

な人(家族)に呼びかけて行う献金とあります。TOF は世

界で飢餓に苦しむ人たちに同感する支援活動で、２月の

強調ポイントになっています。 

 国連で平和と文化の啓発に努めるユネスコでは、持続

可能な地球の状態を保つために、１７の目標（SDGs）を

掲げて、取り組むようにしようと提案しています。その２番

目に上げているのが「飢餓をゼロに」というターゲットで

す。同じ目標を掲げていますから、目の前の問題として心

していくべきだと考えましょう。 

私の妻は子供に英語を教える立場にいますが、今月の例

会では SDGs への取り組みをお話しすることになってい

ます。何かのヒントになると良いと願っています。 

 

 

２０１９年 １１月例会 

次 第 
日時：2019 年 11 月 11 日（月）18:30－20:30 

場所：町田市民フォーラム 4 階第 2 学習室(控室･活動室

B） 

会費：¥1,000 円 (軽食付き。学生無料) 

受付：谷治英俊、        司会：権藤徳彦    

開会点鐘             会長・松香光夫 

〔第 1部〕公開 ワイズ スピーチ 講師 松香洋子氏 

18:30-19:10 mpi(松香フォニックス) 名誉会長                

〔第 2部〕19:15-20:30 町田コスモス 11月例会 
ワイズソング      一 同 

ワイズのモットー・ワイズの信条    一 同 

聖句朗読・感謝の祈り  チヤプレン・平本善一 

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: 090-7274-3299(松香)へお願いします 



東京町田コスモスクラブ 10月例会報告 

日時：2019年 10月 14 日（月）18：30～20：30        
会場：町田市民フォーラム 4階活動室 AB 
メンバー：3名（松香、権藤、谷治、 
ビジター：1名 太田勝人(町田スマイリングクラブ)  

・CS＆Yサ活動報告 9-10月(第 24回ベテランティ 

アフォーラム「ボランティア活動スタート講座」、他) 

・東新部関係―部大会を 11月 3日(日)14:00に延期  

・10月下旬～12月活動予定の確認。 

～町田 YMCA 市民クリスマス。同祝会は町田コスモ

ス合同例会とする。 

・11月 11日(月)本例会卓話者に松香洋子メネット 

 にお願いする。ワイズ“CHANGE2022”の一環。 

・町田スマイリングクラブ太田直前会長より近況報告と

クラブの活動支援に対し謝辞を頂いた。 

・新バナーお披露目近し！    
 

東京町田コスモスクラブ第 2例会     

日時：2019年 10月 26 日（土）1 9：00～21：30 
会場：平本ワイズ邸オープンハウスにて 

～平本ワイズの快気祝いと 
新バーナーお披露目の事務会でした。～ 

  出席：5名 平本チャプレン、松香会長、権藤書記、谷治会計、 

富樫副書記  

（欠席連絡：有田幹事、保坂担当主事、今村副会長） 

 11月 16日(土) 東新部評議会、1月 13日(月祝)本例会開催 

 

 ＹＭＣAニュース  
 

★台風被災地支援 3000万募金開始 

～受付けています。HTTP:/TOKYO.YMCA.OR.JP ～ 

≪振込先≫みずほ銀行 神田支店(普)１１２３６６９ 
公益財団法人東京ＹＭＣA (お名前の前に「タイフウ」と記入を。) 

★第 20回アジア・太平洋 YMCA大会開催＠東山荘 

 「自然の恵みに抱かれ平和に向かって共に生きる」 

スチーブン・リーパー氏(元広島平和文化センター理事

長)を基調講演とし、9 月 2-6 日アジア 21 ヵ国 377名

のユースボランティアリーダー・会員・職員が東山荘に集

い、今後の担い手となる若い世代たちが多角的な学びと   

豊かな交流を持ち、記念すべき大会となりました。 

 ★ 障がい者支援インターナショナル・チャリ 
ーティーランに 1600名来場で子どもランも 

9月 23日(月祝)都立木場公園で第 33回を開催 

写真はウエブ検索＜東京YMCAチャリティーラン＞で

ご覧下さい。 

 ★ 新宿駅で「東京 YMCA国際協力一斉街頭募金」 

を実施～バングラデシュの子ども達の教育支援資 

金のため、9月 14日(土)秋晴れのもと 233名の 

東京 YMCA全部署からの子ども達、日本語学院の 

留学生たち、学生ボランティアリーダー、職員など 

一緒に声をあげ、33万 8733円の募金お志が集め 

られた。駅周辺は広く、本部に行き着かず、心ばかり 

の募金で参加したワイズメンもいました。 (記権藤) 

 

東京町田 YMCA報告 

★ 東京町田ＹＭＣA 10月活動委員会 

日時：10 /11 (金)18：30～20：30  

会場：町田市民フォーラム 4階活動室 

出席者 3名 杉田主事・松香・権藤 

【配布物】①10 月案内アジェンダ②東京 Y 報告 

③V24 名簿など④V24 講師感謝状・終了証書準 

備⑤南センターバザー・ワッフル券(＠¥200) 

【協議】①10 月 14 日（月・祝）「第 24 回ベテラン

ティア・フォーラム」＠/市民フォーラム講習室 

・「支える手」桑原一（はじめ）氏 

・「健康の習慣・爽快な活動に備える」飯田健次氏 

・「避難所で役立つ”カトー折り“」加藤祐一氏 

・「気になるＱ＆Ａ情報交換」桑原一氏、の 4 本立。 

  ～準備物・設営会場・会費・募集。 

②１2 月 7日（土）「市民クリスマスの集い」の準備 

＜注＞第１土曜日に実施ワイズ 3 クラブ合同例

会として開催調整～町田コスモス・町田スマイ

ル・多摩みなみ＠原 町田教会 

③ 8 月会計清算報告 

・「夏まつり募金箱献金（￥1,256）」の取り扱いを

「8月 Y 震災募金＠シャローム歌声ひろば募金」

に合体の上、町田 YMCA クリスマス祝会席上

で東京 YMCA へ渡す。 

【報告・予定】 

1）東京 YMCA 南センター＠10/20(日)11:30～ 

15：30 南センター・バザー開催案内、ワッフル券

(富くじ)購入。 

２） 町田 YMCA月例活動 

①「わくわく!科学実験教室」＠9/21「クリーンウォー

ター」児童 12 名.サポーター小市・佐藤・池田勇五・ 

池田斌・森田。予習会＠10/05(土）「マッチングゲー

ム」松井・池田勇五・池田斌・森田・権藤 

②「シャローム歌声ひろば」「記念コンサート」 



→ 10 月中止（台風 19 号） 

③「ベテランティアの集い」9/09 (月)富樫・ 

④町田社協/玉川学園地区社協登録関係(松香委員)

⑤ 次回活動委員会→11/08(金)… 

＊「市民クリスマスの集い」＠12/07 企画・案内 

＊「町田 YMCA30周年＠2020」に向けて 

地域の世代をつなぐ流れを創る。 

①近隣大学・学生との交流の開拓。 

②町田 YMCA ファンド・レイジング推進 

③活性化・フェローネットの構築→「記念公開 

講演」と「町田 YMCA アーカイブ」作成提案 

 

★ 町田ＹＭＣＡ10月活動報告 

☆わくわく！科学実験教室予習会～「マッチング・ 

ゲーム＠10 /５(土)9:00～3 階円卓席 

V サポーター：池田勇五・池田斌・森田・権藤 

☆第 155回歌声ひろば＠シャロームの家 

 日時：10/12(土)14：00 ➨台風 19 号のため中止 

☆ 第 24回ベテランティア・フォーラム 2019 開催 

    ～ 「ボランティア活動スタート講座」 ～ 

東京町田ＹＭＣＡは町田コスモスと町田スマイリン

グと 10月 14日（月・祝）9：30～16：30、町田ボラン

ティアセンター講習室にて多くのご協力を得て感謝

のもと開催できました。第 1部「支える手」講師・桑

原一氏(社会福祉士)、第 2部「健康の習慣・爽快な活

動に備える」飯田健次氏(日本健康太極拳協会師範)、

第 3部「避難所で役立つボランティア“カトー折り”」

加藤祐一氏(NPO法人大樂）を実技と参加者個人対応の

懇談。受講生 1２名に東京 YMCA総主事からの修了証書

を中里敦主任主事南センター館長から授与されまし

た。出席者計 17 名〔修了者〕12 名：青木若代・南太

一・日下民夫・秋永真里子・太田勝人・村野繁・富樫

紀代美・谷治英俊・尾張日出夫・小林陽子・松香光夫・

秋永憲一の皆さん。主催：東京町田 YMCA(ディレクタ

ー権藤徳彦)、協賛：町田コスモス･町田スマイリング

両ワイズメンスクラブ 

 

第 24 回ベテランティア・フォーラム修了式 

この写真の他に飯田健次講師と松香光夫さん・日下民夫

さん、秋永憲一さんも参加頂きました。 

≪感想≫第 24 回となる「ボランティア活動スタート

講座」が台風 19 号の心配の中、総勢約２０名が無事

に集まり、ボランティアを始める人へのスタート研修

が行われました。講座テーマは午前と午後で４つあり、

常時のボランティアをよりよくする秘訣や、非常時に

避難所で使えるアイテムとして腕に情報を巻き付け

るユニークな方法を覚えたり、ボランティア災害セン

ターで実際に働く人から生の声を聴き、厳しい現状を

知るなど難しさなど貴重なセミナーとなりました。 

会場は熱気のこもった雰囲気の中、集合写真を撮って、

豊富な資料をもって解散いたしました。  世間では避

難所のいろんな問題があるニュースを聴くと、今回の

セミナーが地域に役立つものとして、身の引き締まる

思いです。(V7 富樫紀代美) 

 
★「わくわく!科学実験教室」 
① 9/21「クリーンウォーター」児
童 12名.＞V小市・佐藤・池田勇五・

池田斌・森田、 

 

②予習会＠10/05(土）「マッチング

ゲーム」松井・池田勇五・池田斌・森
田・権藤。10月 19日(土)10:00～ 

出席：児童 15名保護者 6名 

③ 12/7（土）１２月クリスマス合同例会

＆町田 YMCA「市民クリスマスの集い」                     

の打ち合わせ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

○東京町田スマイリングクラブ例会 
日時 10/16(水)19：00～21：00 
町田コスモスクラブから 松香・

権藤・谷治出席   

町田スマイルリングワイズマンクラ

ブの 10月例会に出席しました。楽

しい例会でした。食事はサンドイッ

チです。環境に配慮、大変スマート

です。（記 谷治） 



 

１１-12月行事予定 

☆科学実験教室予習会＠1１/2（土）9：00～町田市民フォーラム 

◎東新部部大会＠銀座ライオン  

１１/０３（日）１４：００～ 
出席予定：松香・権藤・谷治/ 11月卓話のチラシ配布 

★東京町田ＹＭＣA活動委員会＠４Ｆ活動室 
        11/08(金)18：30～20：30 

☆ 第 155回歌声ひろば＠シャロームの家 
 11/09(土)14：00～ 

☆ベテランティア 11月の集い・V24  
         11/11(月)13：30～15：30 

◎東京町田コスモスクラブ 11月度本例会 

～公開・ワイズ スピーチ～ 松香洋子氏 
  11/11(月)１８：３０～２０：３０、会費：\1000 

（学生 無料）   

町田市民フォーラム 4階第２学習室（原町田４－９－８） 

 ≪申込≫11月 7日(木)迄、090-7274-3299 

mmat.tamagawa@gmail.com  (松香) 

 

☆第 180回わくわく！科学実験教室  

「ニュートンのロケットカー」 
11/16（土）10：00～町田市民＠フォーラム 4階活動室 

◎ 東新部 評議会 ＠11月 16日（土）13：30－17：00 
会場：東京 YMCA本部（西早稲田）6階会議室  

欠席役員は委任状を提出、また代行出席を届出る。 

◎東京町田コスモスクラブ第 2例会 

   1１/23(土)18：30～20：30 

◎ １2月ブリテン 原稿締め切り１１/27 (水)、 

発行：１２/01(日) 

◎ １２月クリスマス合同例会                                                  

＆ 町田 YMCA「市民クリスマスの集い」 

     １２/07(土) 17:30－20:00 ＠原町田教会 
   町田スマイリング＆町田コスモス 合同 12月例会 

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例会例会≪  
第２月曜日 18:30～20:30  

≫第 2 例会≪  
第４土曜日 18:30～20:30  

会場：町田市民フォーラム 4 階 町田市原町田 4-9-8      
【銀行口座】きらぼし銀行 新百合ヶ丘支店 
普通口座 ０２４９１３８ 
名  義 「東京町田コスモスワイズメンズクラブ」 

 
 

 
 
 

   地 に 平和！ 
 

市民クリスマスの集い 2019．12．7． 

      礼拝 18:30-19:00 祝会 19:15－20:00 

 
       主催 東京町田ＹＭＣＡ 

共催 ワイズメンズクラブ国際協会 
東京町田コスモス・町田スマイリングクラブ 

           メッセージ・宮島牧人 牧師 
          会場：日本キリスト教団 原町田教会  
 
 
 

≫ 子ども と 英語 と ＳＤＧs ≪ 

 
 

mailto:mmat.tamagawa@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


