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３月 Happy Birthday： 8 日有田士朗メン、 9 日権藤恵メネット、27 日松香光夫メン 

２
月
デ
ー
タ 

在籍：  ８ 名 例  

会  

出  

席  

メン：   ４ 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     円 

出席：  ５ 名 出席率   63 ％ 現金(含書損ﾊｶﾞｷ等換金分) (累計   円) 
 

メネット   名    ０円 (累計 ０ 円) にこにこ    円 
 

ｹﾞｽﾄ/ﾋﾞｼﾞﾀｰ １ 名    (累計 0枚) (累計円) 

今月の聖句 

〔しかし、あなたがたは 敵を愛しなさい。

人に善いことをし、何もあてにしないで貸し

なさい。そうすれば、たくさんの報いがあり、

いと高き方の子となる。 

あなたがたの父が憐れみ深いように、あなた

がたも憐れみ深い者となりなさい。」 

（ルカによる福音書 6章 35章 ） 

 

 

【今月の強調テーマ】：BF（Brotherhood Fund）・メネット 

巻 頭 言 

          会長 松香光夫 

   月間強調 BF（ブラザーフッド基金）/メネット 

 今月の強調ポイントの一つは BF（ブラザーフッド基

金）です。活発な国際交流推進のために、この基金を使

って国際大会や地域大会への参加を申請して、他地域

への派遣が認められると BF 文化代表として当該地域

へ３週間以上の旅行が課せられることになります。 

これまでは資金として、無から有を生み出す使用済

み郵便切手を集めて換金する方法が主力でしたが、切

手よりも換金率の良い「書き損じはがき」を集めたり、

最近では直接現金による拠出が増えてきたようです。 

 もう一つのポイントは、メネットです。Y’s menettes 

の略で、男性会員のパートナーを指す用語でしたが、

女性会員本人もメネット会に参画することができると

されており、ワイズメンズクラブの活動に女性らしさ

を加えたユニークな活動が評価される場合もありま

す。 

２０２０年３月例会 

次 第 

日時：2020年 3月９日（月）18：30－20:30 

場所：町田市民フォーラム 4階活動室（原町田 4-9-8）  

会費：今月は不要です(会食を臨時に中止します） 

受付：谷治英俊            司会：保坂弘志 

開会点鐘               会長：松香光夫 

ゲスト：ビジター紹介             会長 

ワイズソング：                 一同 

ワイズモットー・ワイズの信条：       一同 

今月の聖句・感謝の祈り   チャプレン：平本善一 

ワイズディナー： ～(臨時に中止します)～一 同 

会長メッセージ：                 会長 

懇談会：   ＜次年度クラブ構想案＞  会長                            

諸報告：ワイズ報告・YMCA報告・アピール   

ハッピー・バースデイ             会長 
コスモス献金：             （一同任意） 
閉会点鐘：         会長：松香光夫 

記念撮影：           一同 

【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 

 
 

２０２０年 

3 月号 

（第 284 号） 

 



 2月クラブ第 1例会報告  

開催日時：2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 

出席者：4名 松香、権藤、谷治、富樫 

日々新型肺炎の不安がクラブ例会の空気も変えた。思い

思いの対策を胸に、開会の鐘に始まった。ワイズソング、聖

句を読み上げ、ワイズ信条を唱えた。会長挨拶は迫りくる次

期会長留任の覚悟と次々期部長と次々期会長の改選の難

題に触れる。沈黙の中、会長が覚悟を表明するも、皆、苦

渋の選択をしようとする松香現会長を見守った。 

これまで 25年の間、5つの新クラブ設立ごとに誇れるワイ

ズメンを送り出し、国際（国際書記長・国際議員）・アジア地

域・区・部に活き、また親クラブの志と共にクラブを一つとし

て再生し始めた。それが町田 YMCAの自主的活動から生

まれ今も続いている証しでもある。今、部の方針と共に次々

期部長を受け、会長をなんとか繋ぎ、自クラブも部も双方の

再活性を遂げたい強い意思を、一同感じ取った上、会長に

一任。DBC宝塚クラブから頂戴したバレンタイン・チョコを

頂き、最後はわくわく！科学実験室の後継者に若い仲間

が 5名も加わった事を全員で喜びあい、閉会となった。 

（富樫・権藤） 

      --------------------------------- 

平本ワイズ自宅養生中ですが 

とてもお元気そうです。 

体調をみながらあたたかくなりま

したら是非例会にお顔をみせく

ださいね。  （写真提供：谷治） 

次期2020‐2021町田コスモスクラブ役員内定 

   会  長：松香光夫 

副会長：今村路加  

書 記：権藤徳彦 

    会 計：富樫紀代美 

    E M C：谷治英俊 

    チャプレン：平本善一 

    幹事：有田士朗  

     担当主事：保坂弘志 

 

         ２月 第 2例会 報告 

開催日時：2020 年 2月 22 日（土）18:30‐20:30 

会場：町田市民フォーラム 活動室 

出席：ビジター＞松井優希ワイズ(町田スマイリング) 

   メンバ^—＞松香会長、権藤、富樫。谷治 

 

         

 

 

ビジターの松井優希さん（前列右） 

第 1部で町田 YMCAわくわく！科学実験教室のボ

ランティア・スタッフとして玉川大学 2 年の時

から活躍、今年卒業の松井ワイズのお祝いをし

て感想を伺いました。今年千葉大学大学院修士

に進み、2 年後に

教師の夢を叶え

たいとのことで

す。また、後輩の

大学生 5 名も実

験サポーターへ

繋いでくれまし

た。大変嬉しく思

います。お元気

で！ 

―第 2部 2月事務会― 

第 2 部は新型コロナによる行事などの中止が続くさな

か、時を移せない課題を抱えているわがクラブは、覚

悟をもって例会に集まり、次期クラブ体制作りに取り

組んだ例会となった。最初は熱いお茶が感染防止にな



るとか、世間話だったが、いざ開会の鐘がなると、ワ

イズモードに。会長挨拶は中止になった玉川学園子ど

も広場の 3・15 凧揚げ大会やワイズフレッシュセミナ

ーなど、近況報告だったが、ビジターの松井ワイズか

ら町田 YMCA の科学実験教室の素晴らしい活動を称

え、このボランティア活動参加で大学卒業前にとても

思い出に残る社会勉強になってとのコメントがあり、

雰囲気が和み、会が盛り上がったところで次期クラブ

体制づくりの難問題にワイワイガヤガヤ。結論は次期

会計に富樫ワイズ、部長になれば同時にクラブ会長兼

任の留任になる可能性の論議もあって時間切れとなり

松香次期会長に次次期会長の調整をお願いした。しか

し、義務を果たすためのこの諦めない情熱はワイズの

真骨頂の例会となった。（KT） 

『次世代型 コスモス クラブを 創る』 

～ 会長主題を展開する ② ～ 

私たちのクラブは、親クラブと子クラブが今期一つ

に合体して新クラブになったばかり。この会長の主

題は、そこで立てられました。The COCMOS 2月号 2

頁の「例会中の一言」（KT）をその①、即ち、自らを

喜んで他の為に動き出し、新しい仲間に語りかけ、

互に喜ぶ会員として繋がり、互の励ましに育つクラ

ブを創ろう、それが「ワイズの真価」であろう、との

趣旨であった。「現状」は「次期会長」を擁立できな

い弱さに直面している。そこで、その②として、2021

年は 5名は増えて 10名以上のアクティブクラブに、

2022年には 15名の「グッドスタンディングクラブ」

を創りたい。“報・連・相”が「軽快に迅速に動く仕

組」を創りたい。時間は多くないが、慌てることな

く、その下地整備ができれば、実質成長に手が届く

期待が生まれそうだ。如何でしょう。その③は、町田

YMCAです。（TG） 

第 23回東日本区大会（十勝）に参加しよう！ 
2020 年 6月 6日(土)—7日(日) 

▼申込締切：①ブース出店・アピール申込 4月 10(金) 

      ②大会参加申込・4月 20日(月) 

【 理事通信第 3号 】 ―抜粋― 

▼年次代議員会開催告示 

6月６日(土)09:30ホテル日航ノースランド帯広 

クラブからの議案がある場合は、4月 10日(金)迄に

東日本区事務所宛に提出が必要です。  

▼国際役員選挙結果 

＊ 2021—2022年度国際会長キム・サンチェ（韓国） 

＊ 2021—2024年度国際会計 TM Jose(ティーエム･ジ

ョセ、インド) 

＊大野 勉(神戸ポート) 2020-2022国際議員 

・2021—2022アジア太平洋地域会長 

▼新入会員〔1月～2月〕 

 ☺ 高橋 由紀江さん（東京江東） 

☺ 宮川 真有さん （甲府）                        

★★ 開催中止 情報 ★★ 

＊２月 22日湘南・沖縄部大会／沖縄クラブ 10

周年記念例会 

＊3月 7-8日東日本区次期会長･部役員研修会 

＊3月 7日（土）東京 YMCAリビー・チャリティー・   

        コンサート 

＊3月 13日(金) 町田 YMCA 活動委員会 

＊３月 14日町田 YMCA「シャロームの家歌声ひろば 

13周年チャリティーコンサート」 

＊3月 15日(日）町田 YMCA「揚れ！希望の凧」 

＊3月 21日町田 YMCA「わくわく！実験教室」 

           

3‐4月 開催予定 

 ☻ 3 月 28 日(土) 東京町田コスモス第 2 例会 

 ☻ 4 月 4 日(土) 町田 YMCA 科学実験予習会 

 ☻ 4 月 10 日(金) 町田 YMCA 活動委員会 

 ☻ 4 月⒒日(土)  同シャロームの家歌声ひろば 

  ☻ 4 月 13 日(月) 町田 YMCA ベテランティア 

☻ 4 月 13 日(月) 町田コスモス第 1 例会 

☻ 4 月 20 日(月) 東日本区大会登録締め切り 

☻ 4 月 25 日(土) 町田コスモス第 2 例会 

 

〔月例活動開催会場 町田市民フォーラム 4階 〕  

  

 活)委員会 ベテランティア 実験教室 コスモス例会 

F4 活動室 活動室 活動室 活動室 

4 月 Y10 Y13 W04W18  Y13 Y25 

5 月 Y08 Y11 W02W16 Y11 Y23 

6 月 Y⒓ Y08 W06W20  Y08 Y27 

7 月 Y10 Y13 W04W18 Y13 Y25 

8 月 Y14 Y10 W01W15  Y10 Y22 

9 月 Y11 (講) Y14 W05W19  Y14(講)Y26 

団体名 YMCA YMCA わくわく！ YMCA 

例) Y10＝YMCA予約 10日、W04＝わくわく！実験予約 4日 



 

                     

YMCA活動ニュース  

💛 揚がれ！希望の凧 
～ 東日本大震災復興にエール ～ 

揚がったよ！ 

忘れないよ、元気でね！ 

～ 東京町田 YMCA わくわく！サイエンスの子ども達 ～ 

町田市芹が谷公園        

  凧作ったよ！ 2月 15 日(土) 市民フォーラム活動室 

 

参加者：児童 7名、Vリーダー３名(荒巻・藤田・長澤)、Vサ

ポーター6 名(松井・権藤・池田斌・池田勇五；撮・森田、 

受付・小市)；見学・松香光夫。 

 

〔 日本YMCA同盟ニュース 〕 
～東日本区理事通信より抜粋～ 

2020年は日本YMCAが進めているYMCA中期計画最

終の１年となります。日本YMCA同盟の神﨑清一総

主事が退任し、現横浜YMCA総主事の田口努さんが

就任予定です。新しい中期的な視野を持ち、日本

のYMCAの進むべき方向性を改めて共に考え、実行

して行く予定です。引き続きワイズメンズクラブ

のパートナーの原則に鑑み、社会で貢献できる働

きを共に歩めれば幸いです。「今も入りたくなるワ

イズ、支えたくなるYMCA」を標榜してまいります。

いつもありがとうございます。光永尚生(三島） 

 

【 ワイズリー！ あとがき 】 

ワイズメネットへの献金は、ワイズの発展を支える

価値高い活動への献金です。特に、若者を励まし育くむ

優しい眼差しは尊く、また平和を広げています。東日本

区大会のメネット・セッションは、ワイズメンも少なか

らず出席しています。和やかな人気の会合です。十勝大

会の折りに、一度いかがですか。（TG） 

 

♡ ♡ 。。。。。。。。。。。。。。。。。。♡♡。。。。。。。。。。。。。。。。。♡ ♡ 

わたしたちワイズメンズクラブは、国境・地域を超えて、YMCA・

青少年を励まし、ファミリーに希望を、地域社会に より良い

発展と平和を育む国際的平和友好 NGO 団体です。他の人に役

立つことで、生きる元気を 喜びにつなぐ働きを通し、和やか

な友情のつながりを育み、明日を拓くクラブです。創立 1922

年以来 100 年、世界中の 1500のクラブ、会員 2 万 5000名が、

地域の皆さまの参加を心からお待ちしています。この素晴ら

しい活動にご関心をお持ちの方は、下記へご一報を下さい。例

会などのご案内をいたします。 

♡ ♡ 。。。。。。。。。。。。。。。。。。♡♡。。。。。。。。。。。。。。。。。♡ ♡ 

 

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 

例会場：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      



 


