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1２月 Happy Birthday：5 日 平本善一 

 

⒒
月
デ
ー
タ 

在籍：   ９ 名 例  

会  

出  

席  

メン：   ５ 名 Ｂ Ｆ ポイント コスモスファンド 

 メーキャップ 1 名 切手  ０g    (累計  g) ｵｰｸｼｮﾝ   421円 

出席：   17名 出席率   67 ％ 現金(含書損ﾊｶﾞｷ等換金分) (累計    円) 
 

メネット   1 名    ０円 (累計 ０ 円) にこにこ  9100円 
 

ｹﾞｽﾄ/ﾋﾞｼﾞﾀｰ 11 名     (累計 0枚) (累計       円) 

今月の聖句 

「いと高きところには栄光、神にあ

れ、地に平和、御心に適う人にあれ。」  

-ルカによる福音書 2 章 14 節- 

“ Glory to God in the Highest, and 

on earth peace among men with 

whom he is pleased ! ”   

-Luke 2:14- 

  

【今月の強調テーマ】：EMC-MC、祈りの輪 

巻 頭 言 

会長 松香光夫 

１2 月の月間強調ポイントは、EMC/MC となっていま

す。ワイズの仲間を拡大・増強することに力を注ごうという

ことですが、先に１０月の強調ポイントとしてクラブを拡張・

増大する点については触れましたので、１２月には M（会

員 増 強 、 Membership ） と C （ 維 持 啓 発 、 

Conservation）を取り上げることになります。一方で、

「次世代型コスモス」を創るとさせていただいています。次

世代に向けて羽ばたいていきたい（コスモスは植物ですか

ら、より多くの花を咲かせたい）という願いを込めたもので

すが、力が足りずに具体的な動きやイメージを示せていま

せん。MC という観点から足元を固めるため、それぞれの

メンバーが仲間を誘うところから始められないでしょうか。

折しも、東日本区では「Change! 2022」というスローガ

ンで、会員増強運動を進めており、成果も見えています。 

他力本願になりますが、私たちもこれにあやかって仲間

を増やすべく力を用いることはできないでしょうか。 

２０１９年１2月合同例会 

東京町田 YMCA市民クリスマスの集い 2019 

日時：2019 年 12 月 14 日（土）17:30－20:00 

場所：原町田教会・幼稚園 (原町田 3‐9‐16) 

会費：子ども無料、一般¥1,000 円、会員 1,500円 

交換プレゼント：300円程度で各自ご用意お願いします。 

会場受付：松香光夫･尾張日出夫･富樫紀代美･松井優希   

17:30 第一部礼拝 司式：平本善一、プログラム別紙。 

   クリスマス・メッセージ 宮島牧人 牧師 

（台風被災者支援募金を覚えて礼拝献金があります) 

18:15 第二部祝会 司会：今村路加、プログラム別紙。   

開会点鐘         会長・松香光夫  

～クリスマス愛餐会、クリスマスキャロル～ 

特別賛歌・原町田教会ジュニア聖歌隊、 

木薮美歩、桑原良子、竹尾信吉、鈴木雪夫、 

白川伸和、三上希予子、加藤祐一 ほか  

20:00 閉会点鐘 町田スマイリング会長 為我井輝忠  

【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  

担当主事 保坂弘志 幹事 有田士朗 チヤプレン 平本善一 

 
 

２０１９年 

1２月号 

（第 281 号） 

  



11月クラブ例会報告 

日時：11 月 11 日（月）1８：30－20：30 

会場：町田市民フォーラム 4 階第２学習室 

会費：¥1000 （学生無料） 

出席：第 1 部講演 17 名、第 2 部例会 16 名 

第一部 ～ 公開 ワイズ スピーチ ～ 

『子どもと英語と SDGｓ』 

 講師・松香洋子（松香メネット） 

 

 (中央会長の右隣り松香洋子 mpi 名誉会長)  撮・

尾張日出夫氏 

 

感想 ≪松香洋子先生のワイズスピーチ≫ 

尾張日出夫（町田スマイリングクラブ） 

町田コスモスクラブからのお誘いで松香洋子先生

の「子ども と 英語 と SDGｓ」の講座に参加しま

した。漠然と英語教育のお話しだと思っていました

が、子供達に社会に対する問題意識を持たせ、解決方

法を考え発表する能力

を育てることが目的だ

と知りました。それが英

語教育と相俟って子供

が成長する上で何より

も大切なことだと知り、

目からうろこが取れた

素晴らしいお話でした。 

 

【註】 

SDGｓ〔国連決議の持続的開発目標〕は、誰も置き

去りにしない〔No body left behind！〕。この地球規

模のゴールは貧困を無くし、地球を守る行動をとり、

すべての人々が平和と繁栄を確実にするための、例

外なくすべての人への呼びかけです。 

（The Global Goals, are a universal call to action 

to end poverty, protect the planet and ensure that 

all people enjoy peace and prosperity.〕 

 

松香洋子さんの語りかけは、よく理解できるＳＤ

Ｇｓのデモンストレーションでした。子どもの健や

かな成長は、14 歳頃までに英語を最も自然に覚え使

いこなす能力を持つとのこと。子ども達の生存への

対応能力の成長性は、その英語を日常ごととして、当

たり前に取り込むように、未来の生き方、地上の不健

康な不都合を、健全に改善する“持続的開発目標 

SDGｓ(エスディージーズと読む）“を塾の子ども達

が考えたカードゲームで解決する手法が紹介された。 

 

第二部 ～11月本例会 

中央会長の右隣松香洋子(mpi 名誉会長)撮-尾張日

出夫氏・ゲスト 4 名・ビジター９・会員５名で盛会

を。 

【感想】～松香洋子先生のワイズスピーチ～ 

尾張日出夫（町田スマイリングクラブ） 

町田コスモスクラブからのお誘いで松香洋子先生

の「子ども と英語 と SDGｓ」の講座に参加しまし

た。漠然と英語教育のお話しだと思っていましたが、

子供達に社会に対する問題意識を持たせ、解決方法

を考え発表する能力を育てることが目的だと知りま

した。それが英語教育と相俟って子供が成長する上

で何よりも大切なことだと知り、目からうろこが取

れた素晴らしいお話でした。 

 

11月クラブ第 2例会 

日時：11/30(土)18：30～20：30(開催予定 11/23(土)

を変更) 出席：2 名 松香会長、権藤書記 

＊ 今年度 7－12 月活動レビュー：CS,E＆MC、 

後半の運営課題 

＊ 次年度への展開、 

＊ 1 月 1１日(土) 在京新年会 

＊１月 25 日(土)第１・2 例会開催。全員出席でク 

ラブ新年会。抱負と展開を語り合いましょう。 

 

 

町田ＹＭＣＡ市民クリスマスの集い 

Merry Christmas ! 

Joy to the World ! 

2019. 12. 14. 

「天には栄光、地には平和よ喜びを」

を主題に喜びと笑顔がいっぱいに咲い

た町田ＹＭＣＡ市民クリスマスの集い

を開きました。 

 

ゲスト： 宮島牧人牧師、桑原良子、

ジュニア聖歌隊(７)、三上希予子、白川

伸和、桑原一、加藤祐一(撮)、鈴木雪夫、田中聰磨、

田畑智子、竹野裕之、野中茂美、野中保子、池田勇五、

田中恵子、小林陽子、秋永真理子、南太一。 



ビジター：小松仲史、伊藤幾夫、木薮美歩、竹尾信

吉、太田勝人、為我井輝忠、尾張日出夫、松井優希； 

メンバー：松香光夫、今村路加、保坂弘志、富樫紀

代美、谷治英俊、権藤徳彦＜順不同。敬称略＞ 

 

東新部 

 

◎ 第 23 回東新部部大会 2018-19 年度クラブ賞受賞 

11/03(日）14:00~銀座ライオンにて開催。 

出席：松香会長・権藤書記・谷治会計 

① 11 月のコスモス 公開卓話例会を席上アピール 

② 2018-2019 年度東新部クラブ表彰を受賞 

新クラブ「東京町田スマイリングワイズメンズクラブ」チャータ

ーにかかわるスポンサー活動が顕彰された。 

左・司会小原武夫(東京世田谷)、授与・伊丹一之 直

前部長代行(東京むかで)部長代行、受賞・権藤書記(東

京町田コスモス)、表彰状と金一封を頂いた。 

出席：松香・権藤・谷治 

① 11 月の卓話例会をアピール 

② 2018-2019 年度東新部クラブ表彰を受賞 

新クラブ「東京町田スマイリングワイズメンズ

クラブ」チャーターにかかわるスポンサー活動

が顕彰された。 

≪交流≫   

東京町田スマイリングクラブ例会 訪問 

11 月 20 日（水）19：00～21：00 町田中央公民館 6 階学習室１ 

町田コスモスクラブから参加 松香・谷治・権藤 

さすがに、皆さんのスマイルで和み、元気が湧き出

る月例会でした。 

 

 

11月～12月 予定と報告 

 

 

・ 科学実験教室予習会・11/02(土) 町田市民フォーラム 5 名 

・ 町田 YMCA 活動委員会・市民フォーラム活動室 

11/08(金)18：30～20：30 ※次回 12 月はお休み 

・第 155 回歌声ひろば＠シャロームの家 

11/09(土)14：00～19 号台風被災地支援 16500 円,90名。 

・ ベテランティア 11 月の集い 11/11(月)13：30～ 

 権藤 ( 次回 12/14（土）町田 YMCA 市民クリ

スマス合同例会に合流） 

・ 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 階活動室参加：児童 9 名・見学５名・ 

V サポーター５名 

・12/07(土)9：00 科学実験教室予習会、市民フォー 

ラム和室（12 月教室は休会、町田市民クリスマスに合流） 

・12/14(土)14:00～第 156 回歌声ひろば＠シャローム 

 17:30－20:00 「東京町田 YMCA 市民クリスマスの集い」 

 会場：原町田教会・幼稚園ホール 

・東京町田 YMCA 活動委員会 1月 10日(金) 

18:30～20:30市民フォーラム４F 活動室。 

・在京ワイズ合同新年会 2020 1 月 11 日(土) 

 14:00～東京 YMCA 社保体専 2 階東陽町 

 

       ～・～・～・～ 

【1月例会開催日 変更】 

＊1 月 13 日(月) の 1 月町田コスモス例会は、開催

日を変更して 1 月 25 日(土)18:30 市民フォーラム 4

階活動室にて、第 2例会と合わせて開催します。 

①今年度 7－12 月活動レビューと後半の会員増

強②次期会長選出＆次年度へクラブ活動展開。 

～・～・～・～ 

 

     第 731 回東京 YMCA 午餐会  

11 月 21 日（木）12：00～13：30 出席 谷治英俊 

【テーマ】「地球のためのキリスト教 

      ～国家と資本の支配を超える未来へ」 

【卓話者】福嶋 揚氏（立教大学・日本聖書神学校・  

東京神学大学 兼任講師） 

【会場】東京大学 YMCA（南北線東大前駅 0 分） 

【参加費】 3,000 円（昼食つき） 

 

参加者は約 30 名弱でした。；内容は私たちは貧富



差の極大化・生態系破壊・戦争という、これまで人類 

が経験したことのない三重の地球規模の 危機に

直面しています。しかし危機は同時に、人間が自身と

世界に対する関わり方を根本的に変革する好機でも 

あります。私たちが新しい生き方と社会を創造する

ために、聖書とキリスト教がどのような未来へのヴ

ィジョンを提供しうるかを探っていきます。卓話は

内容は濃いのですが、早口で、45 分で 23 ページの

レジメを追いかけていくので精一杯でした。でも 個

人個人が考えて 未来ある社会にしていくにはキリ

スト的な考えも必要であると思いました。 (詳しく

知りたい方はレジメをコピーしますよ。記：谷治） 

 

 

 ～“次世代型コスモスクラブを創る”～  

2019－2020 年度前半の活動助走と縦覧 ～ 

 

＊ 2 月 新クラブ「東京町田スマイリングワイズ

メンズクラブ」を設立、スポンサー(東京・厚木クラ

ブと共同) で。 

＊ 5 月 クラブ活性に向け「持続的開発目的（SDG

ｓ）」をブリテンでアピール。 

＊ 6 月 「東京まちだクラブ」が「東京コスモスク

ラブ」に加わり、『東京町田コスモスクラブ』が新ク

ラブとして新生出発。ＤＢＣに「宝塚クラブ」「鳥取

クラブ」、ＩＢＣにマレーシアの「ベルバクティＫＬ

クラブ」と「シルバーステイトクラブ」を継承した。 

＊ 7 月 会長主題 『次世代型コスモスクラブを創

る』、会員 9 名で始動。 

＊10 月 「ボランティア活動スタート講座」で 3 名

講師に参加 17 名。健康で災害避難時も、困難に寄り

添うワークショップを開催。 

＊11 月 「子ども―英語―ＳＤＧｓ」＝第一回公開

ワイズ・スピーチ」という ワークショップスタイル

の講演を頂いた。17 名例会。だれも取り残さない持

続可能な開発目標へ。 

＊12 月 東京町田ＹＭＣＡ主催 2 ワイズ合同「市

民クリスマスの集い」 地域の市民１０名参加 37 名

の広がりの賛美祝会 

新年 2020 年の幕開けの後半期は、健やかに～明

るくともに～いのちが喜ぶ、ワイズの活動を、急がず

とも可能な活動を展開しましょう。 

 

 

 

★ワイズメンズクラブ国際の「祈りの輪」 

 Y’s 創立者 P.C.アレクサンダーの誕生 12 月 8 

日を覚え、地上各地の午後 8 時を期して共に祈り、

祈りが世界を一周します。ワイズメンは不振の過去 

20 年を、2022 年に訪れる創立 100 年を機に、地上

に愛と奉仕の新たな活性が高まる希望に向かってい

ます。 

 

 

 

 

≫トピックス≪ 
 

松香光夫会長が、突然、「突出貢献奨」を受賞！ 
 

何事が起きたか、 

ご本人から、いずれ、 

弁明をして頂きましょう。 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

哀悼  中村哲 医師 ペシャワール会現地代表 召天   

                     12月4日アフガニスタン・ジャララバードにて凶弾に倒れる。                            

 出身：九州大学医学部、九州大学学生YMCA、県立福岡高校、 

西南学院中学（米国南部バプテスト派宣教師C<K.ドージャー 

創立）。中学在学中に受洗、福岡市生まれ。 

 “イエスは教えられた。「… 平和を実現する人々は、幸いである。 

  その人たちは神の子と呼ばれる。」“ 

1946－2019( 享年７３)      謹しんで 哀悼を意を 表します。 

 

♡  ♡  ・・・♡  ♡  ♡ 

私たちワイズメンズクラブは、逞しい子どもたちの

成長、希望を育むファミリーと、よりよい地域社会の繋

がりを志す国際平和友好活動団体です。2022 年創

立 100 年になり、世界中に 1414 クラブで、和やか

な友情の繋がりを心がけて、皆さまの参加を心から歓

迎いたします。どうぞお声がけ、ご一報ください。例会

などのご案内をいたします。 （会長松香） 
 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

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≪ 

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 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 


