
今月の聖句 
 

「求めなさい。そうすれば、与えられる。探しな

さい。そうすれば、見つかる。門をたたきなさ

い。そうすれば、開かれる。 だれでも、求める

ものは受け、探すものは見つけ、門をたたく者

には開かれる。…あなたがたの天の父は、求

める者に良い物をくださるにちがいない。だか

ら、人にしてもらいたいと思うことは何でも、あ

なたがたも、人にしなさい。」 

～マタイによる福音書 7 章７-12 節～  

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF Y’S MEN’S CLUBS 
 JAPAN EAST REGION TOHSHIN DISTRICT 

TOKYO MACHIDA COSMOS 

       

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

  

 

    

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月 Happy Birthday： 

20 日今村美和子メネット 25 日 今村路加メン 

 

７
月
デ
ー
タ 

在籍：   ８ 名 例  

会  

出  

席  

メン：   0 名 Ｂ Ｆ ポイント コスモスファンド 

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

（第１、２例会は 出席率    0 ％ 現金(含書損ﾊｶﾞｷ等換金分) (累計    円) 

中止） メネット   0 名    ０円 (累計 ０ 円) コスモスファンド  0円 
 

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

【今月の強調テーマ】：ＣＳ・ＹＭＣＡサービス / パートナーシップ 

2020 年８月オンライン例会 
 

～ 部長公式訪問日 ～ 
 
日時：2020 年８月 1０日（月）18:30－20:30 

接続:パソコンソフト Zoom 上で次の招待 UR をクリッ

クしてご参加ください。

https://us02web.zoom.us/j/9543557863?pwd=TWxHYl

JYMG0vMXNybWZicFpzY1JUUT09 

 
司会：権藤徳彦 

 
1. 開会点鐘/出席者歓迎 会長 松香  
2. ワイズソング  (メロディーのみ)  
3．ワイズモット-&ワイズの誓い 唱和 一同  
4．今日の聖句・感謝 書記 権藤  
5．クラブ役員任命式（部長立会）会長 松香  
6. 部長メッセージ 東新部部長 加藤義孝 

 
7．会長メッセージ 会長 松香 

 
8. 諸報告・アピール 保坂担当主事・ほか  
9．ハッピーバースデー 会長  
10 .閉会点鐘． 会長 松香 

 

  

 
【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。」 

≫ 2020～2021 年度 主題 ≪  
クラブ会長 松香光夫 「 心新たに CHANGE! 2022 」  
東新部部長 加藤義孝(東京) 「友情の絆を強め ＹＭＣＡを支えよう」
東日本区理事 板村哲也(東京武蔵野多摩)「変化をたのしもう！  

スローガン 「助け合い、分かち合い」  
アジア太平洋地域会長 David Lua(シンガポ-ル) ”Make a Difference”  

「変化をもたらそう」,スローガン”Inspire”「奮い立たせよう」国 
際 会 長 Jacob Kristensen (ﾃﾞﾝﾏｰｸ)”VALUES，EXTENSION and LEADERSHIP”  
スローガン “TRUST IN THE RIVER OF LIFE”「命の川を信じよう」 

【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 会計富樫紀代美 担当主事保坂弘志 会員増強 谷治英俊 

幹事 有田士朗 チヤプレン 平本善一 

２０２０年８月号 

第 289 号 

  

巻 頭 言 
会長 松香光夫巻 頭 言 

 
～ 心新たに CHANGE！2022 ～  

会長 松香光夫  
今月の強調テーマについて、東日本区 CS・交流事業主任小原史奈子
ワイズメンの時を得たメッセージを抜粋してご紹介させて頂きます。
(原文は東日本区理事通信第 2 号メール版にあります。追って印刷し
て配布される予定です。) 

 
地域奉仕・YMCAサービス事業主任 

小原史奈子(東京たんぽぽ)  
今年は新型コロナウイルス感染拡大防止を意識 した

生活が求められています。そんなコロナ禍でも豪雨被害な
ど自然災害が次々おき ています。一番はご自身の身を
守って頂きながら、ワイズ、YMCA 活動をそれぞれの 地
域に合せて考え、実行し、情報のシェアをお願いいたしま
す。各クラブからのブリ テンでニーズに合った活動を参考
に「今出来る事」をはじめてみましょう。巣ごもり で、孤立、
孤独にならないように、声がけもお願いいたします。 ま
た、「YMCA サービス」で今すぐに出来る事は「ポジティブ
ネット募金」への協力です。コロナの影 響を受ける青少年
支援募金で、YMCA に関わる子ども、ユース、地域で暮
らす人々の 支援の為に、集められた募金は使われます。
体を動かして直接奉仕がしにくい今、募 金を集める事で
間接的なサポートをお願いいたします。可能であれば、地
域のみなさんにもお声がけ頂き、「ワイズが地域と YMCA 
をつなぐ架け橋」になってください。  



 

６月クラブ活動報告 
 

 

臨時役員会報告 

日時：6 月 29日（月）16：00～18：00 

会場：玉川学園 松香邸 

出席：会長松香・書記権藤・会計谷治・次期会計富

樫；ビジター加藤祐一 

 

1. 2019-2020 年度  決算準備作業 

2. 新年度予算案検討＆ファンド・レイジング・コス

モス 9 月ブリテン 原稿締切８月 28日(金) 

3. メンバー増員クラブ体力増強対策 

4. 2020-2021「次期部長」職について 

5. コロナ＆会員近況・町田 YMCA 

 

 

 7 月町田コスモス臨時役員会 報告 
 

 

 

日時：７月 20 日(月) 16:00 松香邸 

出席者：会長松香・会計富樫・書記権藤 

 

・年間部計画表：(コスモスブリテン 7 月号 P3-P4） 

 

1. 部長公式訪問例会予定＆他クラブ例会随行訪問 

2. 新年度の歩み＆カレンダー 

3. 新口座移転・会計処理＆年次見透し 

4. 新人リクルート計画 

 

 

東新部の活動 
 

・クラブ訪問： 

東京クラブ＠７/14(火)東陽町東京 Y〔松香・権藤〕 

 

【写真 東京クラブ 7 月部長訪問例会＠東陽町センター】 

東京むかで＠７/21(火)東陽町東京 Y〔松香・権藤〕 

東京センテニアル 7 月部長訪問例会＠AYC 

東京世田谷＠７/17(金)世田谷南センター〔松香・権藤〕 

東京センテニアル＠７/09(木)AYC〔権藤〕 

 

【写真 東京センテニアル 7 月部長訪問例会＠AYC】 

 

東京多摩みなみ＠７07(火)リモート〔松香〕 

東京町田スマイリング＠７/15 リモート〔松香〕 

東新部評議会①＠７/18(土)東陽町東京 Y〔松香・権藤〕 

 

  

配布 印刷物 

ロースター2020-2021 東日本区＠1700 円 

ロースター2020-2021 西日本区＠1900 円 

東日本区報 2019-2020 ② 

東日本区報 2020-2021 ① 

東日本区 Change！2022 第 1回シンポジウム報告書 

東日本区 2019-2020 理事通信 13号 

東新部報 2020-2021① 

東新部報 2019-2020② 

DBCブリテン 8月号宝塚クラブ 

 

◇ お手元にピックアップをご確認下さい。ワイズ年

度替わりの大切な報告と評価、新年度の計画が掲

載されています。 

 

 



 

 

 

 

Y’s コラム LT 

 
 

逞しく、生きて、脱皮の時を つかむ！  

～ 心新たに CHANGE！2022 ～ 

東京町田コスモス会長年度主題 

 

 7 月 18 日、今年度第 1 回東新部評議会で、「受け

て良いものか」…東京町田コスモス松香光夫会長

は、クラブ会長連続 4 期目として目前の自クラ

ブの体力向上の工事の重さを感じつつ、加えて

「部」の次期部長として就任を受ける言葉でした。

しかしワイズメンは、「私たちの運動においては、

人が役職を求めるのではなく、役職がそれに相応

しいひとを求める不文律がある。」と役員就任職

式文で告げ続けて 20 22 年に創立 100 年を迎

えようとしています。 

 新型ウイルス COVID-19 パンデミックにより、今、

Y’s に最も求められる次期リーダーシップ研修

〔LT〕が開けなかった。生き続ける執拗さにおい

ては、コロナウイルスにヒトは負けている。しか

しワイズには脱皮の時が既に到来しています。

Change!2022 の時は  目前です。“心新たに 

Change!2022”こそがカギです。 

 わがクラブの平本善一チャプレンのインスピレ

ーションは、この時、今月の聖句をもってワイズ

メンに、扉を叩き続けなさい。執拗にあなたがし

て欲しいことを求め続けなさい、そうすれ必ず与

えられ、受けることが出来る。何を求めるかは誰

にもわかりやすいことです。つまり、あなた自身

が人にして欲しいこと。それを他人の為に行う

“奉仕”の行動であるとの聖句でその分かち合い

を勧めています。愛と奉仕で、ウイルスに克つこ

とは可能です。8 月はその月です。 

 2022 の実りは、「奉仕のエクステンション」、即ち

CS＆YMCA サービスが先導するダイナミックな実

践継承力を伴う歓び、”心新に Change!2022”を

さらに次世代と未来に繋なぐ活力が期待されま

す。             (権藤徳彦) 

 

 

YMCA ニュース 

 
  

≫Y MCA ポジティブネット募金≪ 

Stay Safe, Stay Connected 

募金期間 2020.6.１～2021..31 

 

新型コロナウイルスにより、感染予防をしながらも、

私だけではない、いま困っている誰かのために募金

を行います。ご協力をよろしくお願いします。 

 

子どもたちの心身の健康を守る運動困難を抱える子

どもたちを支える運動大学生、専門学校生、留学生、

ユースボランティアリーダーを支える運動です。 

 

 
 

 

 

東京町田 YMCA の活動 

 
 

☆  7 月、8 月の開催はすべて中止されました。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

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  玉川学園支店    

普通口座 ０６０−５０４８６１７   

客番号：５００２１１０１２７   

口座名：東京町田コスモスワイズメンズクラブ 

会長松香光夫                       

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 


