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イエスが舟に乗り込まれると、弟子 

たちも従った。すると、湖に激しい嵐が 

起こり、舟は波にのまれそうになった。 

ところが、イエスは眠っておられた。 

弟子たちは近寄って起こし、「主よ、助 

けてください。このままでは死んでしま 

います。」と言った。イエスは言われた。 

「なぜ怖がるのか。信仰の薄い者たちよ。 

」そして、風と湖とをお叱りになると、 

すっかり凪になった。人々は驚いて、「一 

体、この方はどういう人なのだろう。風 

や湖さえも従うではないか」と言った。 

〔マタイによる福音書 8章 23-28 節〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月 Happy Birthday：  該当するメンバー/メネットはありません。 

９
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 

出席：   ７名 メーキャップ １ 名 切手  ０g    (累計  g) ｵｰｸｼｮﾝ   0円 

（第１例会オンラ

イン） 

出席率   63 ％ 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) コスモスファンド  0円 
 

ｹﾞｽﾄ/ﾋﾞｼﾞﾀｰ ３ 名     (累計 0枚) (累計 22,947円) 

【今月の強調テーマ】： EMC/ E、YES 

2020 年 10月オンライン例会 
 
 
日時：2020 年 10 月 12 日（月）18:30－20:00 

接続:パソコンソフト Zoom 上で次の招待 URL をクリックしてご参加  

ください。
https://us02web.zoom.us/j/9543557863?pwd=TWxHYlJYMG0vMXNybW

ZicFpzY1JUUT09 

司会：権藤 
 
1. 開会点鐘 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 チャプレン 平本善一  
5．参加者紹介・ワイズ 1分スピーチ  一同  
6. 会長メッセージ 会長/次期部長 松香光夫 
 
7．YMCA報告・アピール 保坂担当主事・ほか 
8. ワイズ連絡・諸報告     書記 権藤  
9．ハッピーバースデー ドライバー   
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 」  
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」 
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」 

【クラブ役員】会長・松香光夫、副会長・今村路加、書記/直前会長・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 10月 

第 291 号 
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巻  頭  言 

                会長 松香光夫 

１０月・月間強調の EMC というのは、私たちがワイズの活動

をするときにいつも心がけておくべき３つの側面を示してい

ます。 

先ず、Extension（新クラブ設立推進）です。新しいクラブ

を作るというのは簡単なことではありませんが、関東東部に

属する千葉クラブが中心になって、この 10 月に千葉ウェス

トクラブが立ち上がることになりました。 

東日本区では「Change! 2022」というスローガンで、会 

員増強に心を込めているところですが、一つの成果と言え 

ましょう。 

 次の語は Membership （会員増強）そのものです。 

                         〔次頁に続く〕 

 

何らかの周年を迎えるクラブが東日本区で３６あるそう 

です。ちなみにコスモスクラブは２１年に２５周年にな 

るのはご存知ですか？これを記念して友人知人にクラブ 

を紹介し、仲間に加わってもらいましょう。 

 ３つ目は Conservation（維持啓発＝会員意識の高揚） 

になります。２２年までの期間には、特に仲間の獲得を 

意識して活動をアピールできると良いと思います。 

 EMC の後にもう一つ E がついていますが、新クラブ 

の設立を目指そうという意気込みですが、日頃の心がけ 



                                       

        巻 頭 言 (続) 

事業本部としては、新しいアイデアとして「アニバサリープ

レゼントプラン」を発表しています。２２年までに何らかの

周年を迎えるクラブが東日本区で３６あるそうです。ちな

みに町田コスモスクラブは２１年に２５周年になるのはご

存知ですか？これを記念して友人知人にクラブを紹介

し、仲間に加わってもらいましょう。 

 ３つ目は Conservation（維持啓発＝会員意識の高

揚）になります。２２年までの期間には、特に仲間の獲得を

意識して活動をアピールできると良いと思います。 

 EMC の後にもう一つ E がついていますが、新クラブの

設立を目指そうという意気込みですが、日頃の心がけと

してはクラブメンバーを仲間として迎える気持ちを待ち続

けるようにしたいものです。もう一つ、YES という語がつ

いていますが、これは Y’s Extension Support のこ

とで、新クラブの設立を資金面でサポートするというもの

です。そういう場面が近づいたら考えて見ましょう。            

 

町田コスモス 9月第 1例会報告  

9月 14日(月) 18:30東京クラブから拝借の Zoomオン 

ラインで、松香会長の会開点鐘により開催されました。

ゲストの加藤祐一氏、ビジターに東新部太田勝人エ

クステンション委員長(町田スマイリング)と長澤弘部

書記(東京クラブ）をお迎して和やかに心新たに転換

期のクラブのあり方を点検しました。 

欠席の有田幹事は努めて歩く気力旺盛な生活を、平

本チャプレンは、左肘手術で入院すると元気な声でし

た。 

上右より、松香会長、G 加藤祐一さん、権藤中右より、

長澤弘部書記、太田勝人(町田スマイ 

リング)、谷治 EMC、下段 富樫会計、計 7名。 

 

 

町田コスモス第 2例会報告  

9月 26日(土) 18:30より Zoomオンラインで 

小人数ながら開催し、充実した事務会が出来ました。 

ビジターに東新部加藤部長、ゲストに加藤祐一氏も参

加を得て、元気づけられました。 

〔欠〕 今村副会長、有田幹事、平本チャプレン、保

坂担当主事 下記事前案内をもとに、協議しました：

＊会長は、「次期部長の準備」を始めた。追って方 

針・計画などクラブに提示したい。 

＊ 会長主題『心新たに CHANGE!２０２２』を基

に、クラブの主要３活動を軸に進めて行くこと。 

⓵クラブの活性化：努めて 会員 12 名を目指す。 

⓶新しいクラブは、リモート応用もありの情勢と

なったことも活用する。 

メンバーシップ（Y’s の義務を果たすメンバー）

の再確認とクラブ会費について、会員増強 の現

状配慮条件など、改めて提案して協議しよう。  

「コスモスファンド」を推進しよう。ミツバチ

生産品の価格表チラシを準備する/松香。 

 ⓷「軽快な運営」は、全員各自の相互協力を高 

め、応答は闊達・軽快に、活動⓵⓶活力を向

けたい。 

 ⑤ 「YMCA 支援募金」は、会員個人ベースで 

積極的に協力することになりました。  

⑦ 東新部大会予告 2020年 10月 10日(土)開催 

      東新部第 24回部大会  

    2020 年 10月 10日(土) 東京 YMCA 

     ハイブリッドオンライン大会開催 

～東京 YMCA ホール＋ZOOM 参加～ 

発題講演：前列中央 3 名の左から峰毅さん(東京世田

谷) ・滝口恵子さん(多摩みなみ)・佐藤友子さん、ほか

の皆さま。計 31名。 



 受 賞 

～第 23回東新部大会にて 2020年 10月 10日～ 

💛   東日本区理事２019-2020表彰 

東京町田コスモスクラブ 

 １．地域奉仕・YMCサービス賞・ 

ファミリーファスト献金達成賞 

２．ユース事業ロースター広告協力賞 

 

 

💛 国際ブースター・メンバー賞 2020 松香光夫  

 

国際ブースター・メンバー賞 2020 権藤徳彦 

伝授： アジア太平洋地域直前会長田中博之ワイズ 

  

９月クラブ会計データ  

    

ご報告します：       会計・富樫 

9/30 収支残額￥166,693.- 

未収集小計：¥139,000.- 

＊ 会費等未収金の清算にご協力をお願いします。 

 

会長主題 ≫心新たに Change!2022≪ に向けて 

                                  権藤徳彦 

💛この主題は、≪心新たに生きる≫  

と言うことから 始まりました。 

💛新型コロナウイルスの“生き方”は

刮目です。発生以来、地球上で 4000

万人を超えてなおヒトに感染し、100

万人超の命が奪われました。しかし、

ウイルスは自らは 動けない。動いて   

はいません。新型コロナウイルスに触れて、感染を運

び、拡撒しているのは、将にヒト自身でありました。 

💛ウイルス自体は動けず、ひたすら、運び主ヒトを待

ち、新しい宿主・ヒト細胞を獲得し、その新生体の環

境に素速く順応し、自らを新たに変異進化させて生き

続けて行く。運ぶヒトの目にはとまらぬ超微細なウイ

ルス RNA のこの逞しい生き方の特徴から、ワイズが

習得すべきヒントがあるように思われます。 

💛注目すべきは感染者の「数」ではない。RNA 自らが

結合する鍵を持ち、合致する鍵穴を持つ新しい細胞、

環境因子に繋がり、新しい体質に自身を変えつつ進化

していると理解されています。国際会長主題“Values”

は、環境を取り込み共生する「敏い生き方」です。 

💛ワイズはだれもが VIP。つまり、“Very Important 

Person”、「貴い奉仕の人」ではないでしょうか。その

源は聖書に、『わたしの目に、あなたは値高く、貴い。

私はあなたがたを愛し、わたしはあなたと共にいる。』

(イザヤ書 43:４)と告げられているのはご承知の通り。 

💛変革・変異・進化の目的は、“環境に受容されて生き

る”RNA の生き方に価値を啓発され、ヒトは調整する

務めに生きる。この“価値”が ワイズの魅力では…と。 

💛東日本区は、北海道から静岡、沖縄の仲間にもエー

ルを送り、日本海 4 県、青森、秋田、山形、新潟に、

最初の各 5 名の VIP を訪ね出し、新しいクラブの設

立を楽しみに、動きたいと思います。如何でしょう。 

                      Ω 



                       

東京 YMCA ニュース  

 

💛 東京ＹＭＣＡニュース ＞ 星野副総主事 

◆熊本豪雨災害、避難所にスタッフを派遣します。 

 7 月に発生した熊本豪雨災害による被災者支援と

し て、熊本 YMCA は球磨村役場より「旧熊本県立多

良木 高校避難所」の運営委託を受けました。 感染予

防を徹底することで県外からのボランティア の受入

体制が整ったので、東京 YMCA からも 9 月 14 日 よ

り 10 月末まで、交替で計 6 名の職員を派遣します。 

同避難所には、復旧に時間のかかる被災地域からの住 

民約 150 名（9 月 17 日現在）が避難しており、応援

職員 は、避難所内の衛生管理、食事補助、運動指導、

避難 所建物の応急修理など、避難生活全般のサポー

トを行 っています。 この派遣には「熊本豪雨災害・

ポジティブネット募 金」が用いられます。引き続き皆

さんのご支援をよろしくお願いします。 （星野 記） 

 

 熊本 YMCA は奉仕に大活躍 

 

 

～・～・～・～・～・～～・～・～・～・～・～ 

   

YMCA東京日本語学校留学生緊急支援献金 

甚だしい困難の中にある日本語留学生のために、

YMCA 東京日本語学校へ、東京町田コスクラブ有志か

ら￥20,000円（５月と６月合計）を献金しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京町田 YMCAニュース 

～逞しい子ども達・愛し育む家族・支え合うわが町～ 

No One Left Behind to Live ! 

 

■ 東京町田 YMCA 9月活動委員会開催 

9 月 11日(金) 会場：市民フォーラム活動室 

前左より宮田諭担当主事、権藤委員長、松香光夫委員、 

後左より伊藤幾夫委員、富樫紀代美委員  

～・～・～・～・～・～～・～・～・～・～・～  

      誰もが健やかに！ 

健康補助食品プロポリス・ハチミツ・ロイヤルゼリー 

をご紹介しています。 

YMCA のための活動、地域の支え合いのための資金 

に活用させて頂きます。（下記松香よりご案内します。） 

 

 

 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

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                      

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 


