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４月 Happy Birthday：誕生日の方は、ございませんでした。 

 

３
月
デ
ー
タ 

在籍：  ８ 名 例  

会  

出  

席  

メン：  ３ 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：  ３ 名 出席率  50 ％ 現金(含書損ﾊｶﾞｷ等換金分) (累計   円) 
 

メネット  0 名    ０円 (累計 ０ 円) にこにこ    円 
 

ｹﾞｽﾄ/ﾋﾞｼﾞﾀｰ ０名    (累計 0枚) (累計２２，９４７円) 

今月の聖句 

天使は婦人たちに言った。「恐れることはな

い。十字架につけられたイエスを捜してい

るのだろうが、あの方は、ここにはおられな

い。かねて言われていたとおり復活なさっ

たのだ。さあ、遺体の置いてあった場所を見

なさい。それから、急いで行って弟子たちに

こう告げなさい。『あの方は死者の中から復

活された。あなたがたより先にガリラヤに

行かれる。そこでお目にかかれる。』確かに、

あなた方に伝えました。〔新約聖書マタイに

よる福音書 28章５-７節〕 

 

 

 

 

【今月の強調テーマ】：   L T  （ Leadership Training ）  会
員の備えるべきリーダーシップの開発、向上を目的とした研修が行われているが、それを

実施するために区レベルの常置委員会として LT 委員会が置かれている。東日本区で

は、部役員およびクラブ役員の研修を企画・実施しており、各部が主催する研修会など

の支援を含めて、関係資料の作成・発行を行う。月例会もまた LTの一機会とされる。 

 

 巻 頭 言 

会長 松香光夫 
 

４月は年度が改まるのですから、新しい気持ちで今月の強
調月間（リーダーシップ・トレーニング）を意識して動き始める
のが通例です。しかし今年に限っては、そのようなわけには
いきません。いうまでもなく、新型コロナ・ウイルスの影響が
あまりにも大きく世の中を揺さぶっているからです。本来、こ
のウイルスと、ワイズメンズクラブの活動は関係がないはずで
すが、私たちのクラブ活動ばかりか世界中の活動が振り回さ
れているので、歴史の一側面を記録しておきたいと思うので
す。 
 目に見える始まりは、中国・武漢市周辺で野生のネズミ類
を食べた人たちが体調を崩したという報告でした。やがて、
日本人も多く乗った豪華クルーズ船で多数の被患者が判明
し、大騒ぎになりました。さらに、いつまでたっても収まらない
ばかりか、世界中で何十万人もの感染者と、万を超える死者
も報告され、日本が力を入れていた東京オリンピックが１年
延期となり、学校の休校、私たちのクラブ活動も休会など、
日々の暮らしも息をひそめる状況となってしまいました。 
 止まる様子は見えてきませんが、ひと月でも早く収まること
を祈るばかりです。 

２０２０年４月例会 

次 第 

日時：2020 年 4 月 13 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： 無料     

受付：谷治英俊        司会：富樫紀代美 

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 

ワイスディナー  (COVID-19 予防のため中止) 

会長メッセージ：              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 
にこにこ献金：              （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 

４月号 

（第 285 号） 

 



 ３月クラブ例会 報告  

東京町田コスモスクラブ本例会 

[月間強調テーマ TOF] 

日時：3月 9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：3名 松香、権藤、富樫、司会・権藤 

新型コロナウィルス発生拡大の緊張の中、例会は、少人

数でしたが、かえって相互間隔十分の着席となりました。 
松香会長の開会点鐘に始まり、ワイズソングに続き、聖句
朗読ではキリスト教会で受難節の季節にあたり、いのち
の甦りのイースターへの思いと新型コロナからの回復を
重ねて覚えつつ権藤ワイズの短い奨励を聴きました。 
 
松香会長から深刻化する新型コロナ感染拡大への応対
や、2月のクラブ任意献金の BFファンドについて、少な
くなった使用済み切手現物の収集で国際交流に寄与す
る話題にもふれ、我々も少しずつでも再開しよう等のメッ
セージを頂きました。 残る今期と次期クラブの方向性な
ど、いつの間にか次々と語り出すワイズたちによって雑談
となり、楽しい会合となった。  
 そして全員顔を上げて、次期部長と会長、会計なども出
来るだけ努力して行こうと声を合わせ、閉会となった。 
 

 ～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～ 

〔速報〕 前年度繰越金￥123,620円(2019年 6月末） 

ニコニコファンド累計￥２２，９４７円 

（2019年 7月～2020年 3月末） 

～・～・～・～～・～・～・～～・～・～・～～・～・～  

 

【訃報】元町田コスモスワイズ河合重兄急逝 

ご連絡頂き、驚いています。   

河合 重様のご逝去を悼み、ご遺族の皆様に心からお

悔やみ申し上げます。 

重(しげる)様は、町田ＹＭＣＡ

のベテランティア・フォーラム

第一期生に応募して参加されて

YMCA 会員となられ、前東京コ

スモスクラブのチャーターメン

バー。永年会計をお務めになり、

また社会福祉法人紫苑の会・シ

ャロームの家や歌声ひろばの支援にも関って下さい

ました。他方、多摩動物園でのボランティアで活躍、

アフリカに念願の旅行で野生のカバの群に会いに行

かれたり、楽しいワイズメンでした。 

4 月 24 日享年 85。お交わりに心から感謝申し上げま

す。東京町田コスモスクラブ 2020 年 5 月 2 日(書記) 

 

 

 

今月の強調 L T＝リーダーシップトレーニング  

 ～ 町田コスモスクラブの「新生」を開く ～ 

会長主題 『次世代型コスモスクラブを創る』 に寄せて  

          2019－2020年度 

＜展開の解釈例＞＝  

「次世代型」⇒「いのち」 を見据え、生き継ぐ新陳代謝 

「コスモス」⇒「健全」が育つ、健やかな偏らない秩序 

「創る」⇒「システム」 を創る筋力、簡素・的確な情報 

「ワイズメン」⇒「自ら奉仕」に生きる利他こそ優先 

「トレーニング」⇒「チーム」で多彩な個を繋なぐ 

＜年次成長案＞ ～ 質的実効 ・ 2次元展開  

2019： 現８名 ⇒  〔＋V リーダー玉川大等〕 

2020： ⇒ 10名 〔資源の健全運営システム整備〕 

2021： ⇒ １３名 〔部活動ホスト力〕 

2022： ⇒ 15名 〔Good Standing Club〕 

＜ワークショップ案＞ 

▶  いのち」を見つめる設計 

  ① 多様な環境・個性を受容する温もりを継承  

② 次世代/学生(中高大)のダイナミック育成支援  

③ 成人の生きがい開発活動変動に対応支援  

▶「健やかで偏らず」 

①会費レベル  ②献金ファンド  ③ホスト活力 

▶「平和」にダイナミック奉仕 

① IBC/DBC交流を若者に 

② ワイズ国際に連携   

③ SDGｓ ビジョンで～誰ひとり取り残さず！ 

▶「システム」を創る  

① 財務会計は シンプル明快に 

② Y’s広報 ～ コミュニティーの課題を共有 

  ③ 簡潔・迅速な交信スキル向上 

                 （書記 権藤） 

 

≫ ４－５－６月の予定 ≪ 

 

★ 5月東京町田 YMCA全活動は中止となります。 

  5/02(土) 「わくわく！実験予習会」は、オンライン Zoom 

上で試行開催(気軽に参加してみませんか？ ～ 予約を

権藤まで連絡下さい。 

★ 5月 11日(月)第 1例会 中止 

★ 5月 16日(土)13:30 東新部次期役員研修会 中止 

★ 5月 23日(土)第 2例会 中止 

☆ 6月 6日(土)AM10時「わくわく！実験予習

会」オンライン Zoom 

☆ 6月８日(月)18:30コスモス第 1例会 

☆ 6月 12日(金)18:30町田 YMCA活動委員会 

☆ 6月 28日(土)18:30コスモス第２例会 



YMCA ニュース  

◎ 新年度異動：4月 1日付 

・日本 YMCA同盟総主事に田口努氏が就任。 

・横浜 YMCA総主事に佐竹博氏が就任。 

・東京町田 YMCA担当主事に宮田諭氏（南センタースタ 

ッフ）が就任。 

・東京町田コスモスワイズメンスクラブ担当主事は保坂弘

志氏が継続。 

◎ 祝・東京町田 YMCA 設立30 周年 

1990年 4月設立 町田市森野に英会話教室等を開設 

1991年 5月 東京まちだワイズメンズクラブ設立 

1993 年 4 月会館玉川学園へ移動。Y’s ボランティア

活動委員会 

1996年 5月東京コスモスクラブ設立  

2019年 11月東京町田スマイリングクラブ設立 

2020 年 4 月東京町田 YMCA 設立 30 周年を迎えました。 

現在、町田市社会福祉協議会・町田ボランティア連絡

協議会加盟団体及び玉川学園･南大谷地区社会福祉協

議会加盟団体として活動、中高年ボランティア養成講

座「ベテランティア・フォーラム」例年開催及び月例

活動；「シャロームの家歌声ひろば」、「わくわく！科学

実験教室」、玉川学園地域夏祭り出店参加、「町田 YMCA

市民クリスマス」東日本大震災復興支援「揚がれ！希

望の凧」等の CS行事を継続開催しています。年内記念

行事等は別途企画設営を予定します。    

【トピックス】 

コロナウィルス COVID19は、 恐れず、侮らず、 

清浄な空気のもと、免疫向上の体調維持、清潔・予防に

徹しましょう。ウイルス自体は動けず、他の生体宿主がな

ければ生きられない超極微細生物。感染させているのは

ヒト自体の排出と運搬です。感染-発症の時間差と検出、

治療薬、防ワクチンの未達に注意すれば、リスク回避は可

能と分っています。 共どもに元気で再会しましょう。 

 ～・～・～・～・～・～・～・～・～・～ 

【 1920からの激励 】 
～ポール・ウィリアム・アレクサンダー(32)による 

1930 年第 9 回国際大会基調講演(田中博之訳)から

の最終部の抜粋文： 

「私たちの運動の核心、私たちの運動の存在価値は、

この排他性、差異性にあります。私たちが、私たちの

理想を持たない者、それを受け入れず、発展させない

者、夢を追い求める意欲を持たないメンバーを受け入

れたり、そういったメンバーをクラブに引き止めたり

するために、排他性を捨て、敷居を低くするその瞬間、

私たちは、1 滴の猛毒を取り入れることになります。

その猛毒は、力を強め、広がり、浸透し、ついには私

たちの全組織に死を 意味する麻痺を引き起こします。 

今、ここで、私たちは、自らの心を探り、私たちは、

メンバーであるという権利をまだ保持しているのか

どうか、私たちが個人として、この排除の過程を恐れ

てはいないかどうかを確かめてみることをお勧めし

ます。各自が、以前自分の中に奮い起こされたあの理

想主義を幾分かでも失ってしまったのではないかど

うかを自問してみましょう。 私は、YMCA と心を完全

にひとつにしているのでしょうか。そうではなくて、

私は逆行しているのではないでしょうか、誠実に状況

を修正しようとしているのでしょうか。敢えて自分の

視野の広さによる自分自身の測定に身をさらしてみ

てはどうでしょうか。他の人の権利がその上に乗っか

っている自分の義務を排除する権利を考えたりして 

はいないでしょうか。私は、ワイズマンや働き手の「ナ

イフとフォーク」になっているのでしょうか―私は、

熱情を持って活動しているのでしょうか。自己犠牲に

よって表されるこの理想主義に対して、YMCAに対する

この忠誠に対して、この国際志向、この視野の広さに

対して、この権利より義務についてのより大きな関心

に対して、熱情的な活動をもって、私達のうちにおら

れる神様と共に、一人ひとりそして全員が、改めて自

分自身を捧げようではありませんか 1。」  

註 1 原文：“We consecrate ourselves anew”。ワイズ

ソングの「この身を、捧げ尽くさん」    Ω 

 

 ブリテン The Cosmos 原稿募集 

～5月・6月号掲載～ 

 ① 「クラブを逞しくする」～5月号掲載 

 ② 「SDGｓ(ゴール)からCSを設計する」 

～6月号掲載  

      SDG１＝ 『貧困をなくそう』 

SDG２＝ 『飢餓をゼロに』 

SDG３＝ 『すべての人に健康と福祉を』 
((*_*))奮って提案を、お待ちします＞締切はその月 10日 

 

 

 
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 



 


