
今月の聖句 

イエスは町や村を残らず回って、御国の

福音を宣べ伝え、ありとあらゆる病気や患い

をいやされた。また、群衆が飼い主のいない

羊のように弱り果て、打ちひしがれているの

を見て、深く憐れまれた。そこで、弟子たちに

言われた。「収穫は多いが、働き手が少な

い。だから、収穫のために働き手を送ってく

ださるよう、収穫の主に願いなさい。」 
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(マタイによる福音書 9章 35 -38節) 

                          

【今月の強調テーマ】 ワイズ理解・ASF・ファミリーファンド     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月 Happy Birthday：  該当するメンバー/メネットはありません。 

１
０
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） 

会員出席率 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 2 名     (累計 0枚) (累計 22,947円) 

2020 年 11月オンライン例会 
 
 
日時：2020年 11 月 9日（月） 18:30－20:30  

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=TWxHYlJYMG0vMXNybWZicF

pzY1JUUT09 

司会 権藤徳彦 
 
1. 開会点鐘 会長 松香光夫  
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    一同  
4．今日の聖句・感謝 チャプレン 平本善一  
5．参加者歓迎・紹介              会長 松香  
6. 会長メッセージ 会長/次期部長 松香光夫 
 
7．・ワイズ 1分スピーチ           一同 
8. YMCA報告・アピール 保坂担当主事・ほか 
9．ワイズ連絡・諸報告     書記 権藤  
10.ハッピーバースデー ドライバー 富樫   
11. 閉会点鐘． 会長 松香 

 

  

wai 
【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 1１月 

第 292 号 

号 

  

≫ 国際会長ニュース ≪ 

  

国際会長(IP) ジェイコブ・クリステンセン(デンマーク)  

会員の皆さまへ国際会長ニュース 11月号へようこそ。 

今号では、アレキサンダー奨学基金（ASF）、IHQ からのニュー

ス （次期国際会長選挙の候補者、ポータルバズ、新型 コロナウイ

ルス、新しい研修教材）の記事が掲載されています。「良い話を伝

えよう」では、りんご狩りの クラブ活動、Week4Waste （ゴミの

ための第４週）の活動事例を紹介しています。 

 

新型コロナウイルスの蔓延のため、デンマークからの出張はあり

ませんでしたが、地域会長、次期地域会長、国際事業主任、委 員

会、タスクフォースとの会合や地域、区、部レベルの多くのバーチ

ャルミーティング等、Zoom でのコミ ュニケーションが絶え間なく

行われている忙しい時期です。  

 （ 次ページへ続く ↓） 



【ＩＨＱニュース】 

IHQ(国際本部)は、現在、毎年恒例の

次期国際会長と次期国際議員）の選挙

の準備に追われています。最終的な次 

期国際会長候補者は、国際議会にて、以下のとおり選

出されました。  

-クーダシナリル・チャッコ・サミュエル (南インド

区、インド地域)  

- オン・ケン・ワン 「エドワード」 （南東アジア

区、アジア太平洋地域）  

- スタイバーズ・アピキ・ロバート 「ボビー」 (ハ

ワイ区・USA 地域)  

オンライン投票は、2020 年 12 月 15 日に開始さ

れ、 2021 年 1 月 29 日に終了します。詳細は、「RD 

(区理事)メモ 2」を通じて投票権のあるクラブに通知

されます。 

この選挙に投票する資格があるクラブは、11 月 30 

日までに、国際憲法のガイドライン 410 に基づいて

グッドスタンディングであること、過去 3 半期の会

員数が 15 名以上であること、およびクラブ会長の情

報が IHQ に登録されていることが条件です。  

会員数が 5～14 名のクラブで、少なくとも設立 25 

年以上が経過したクラブは、投票権を得るため に、最

低会員数の免除を申請することができます。（東西日

本区では区事務所が一括申請） 締め切りは 2020 年 

11 月 30 日です。 現在、多くの区で、クラブの会員

情報を管理するためにポータルバズを使用していま

す。クラブ（区）は、会員情報を常に最新の状態に保

つよう に求められていますが、IHQ が適切な会費の

請 求書を発行できるように、8 月 10 日と 2 月 10 

日には、正確な会員情報を記録しておくことが特に 

重要です。 私たちは、今も新型コロナウイルスの脅威

に直面 しており、国際役員は、地域のリーダーと常に

連絡を取り合い、この問題に一丸となって対処して 

います。次期国際会長であるキム・サンチェ ワイズ

(博士) は、2021/22 年度の準備について次期地域会長 

と話し合いを始めました。2021/22 年度の区役 員、部

役員、クラブ役員は、来年度の計画を準備してくださ

い。  

新しい研修教材を国際協会ウェブサイトに掲載しま

した。クラブと全てのレベルのリーダーはぜひご利用

ください。新しい研修教材はこちらをクリック(原文か

ら参照下さい) 。Ω 

 

 

【アレキサンダー奨学基金（ASF）】 

～ 11 月の強調月間テーマ ～ 

国際 ASF サービス・ディレクター 田中博之 

ワイズメンズクラブ 国際協会の創設者であるポー

ル・ウィリアム・アレキサンダー判事にちなんで名付

けられたアレキサンダー奨学基金（ASF）の歴史は、

1950 年にメキシコシティで開催された国際大会で、

ワイズメンが有名な画家にポールの肖像画を描いて

もらうためにお金を集めたことにまで遡ることがで

きます。彼は、これは贅沢であり、私たちの運動の本

質に反していると考えましたが、より少ない費用で写

真撮影をされることには同意しました。余った 905 

ドルは、YMCA の主事のトレーニング費用に充てる

ために信託基金に組み入れられることになりました。

この写真は 1954 年にミシガン州イーストランシング

で開催された国際大会でポールに贈呈され、信託契約

が承認されて ASF が正式にスタートしました。  

過去 66 年間、ASF は YMCA との親密な関係の

証として、主に YMCA スタッフや YMCA につなが

る青少年のための奨学金や研修プログラムを提供す

るために、世界的にも、また、各地においても資金面 

での支援を行ってきました。 各地域、区の ASF に集

められた募金総額の 30％ は、YMCA の世界レベルで

の特定の目的のために国際本部に送られています。 

近年では、毎年約 10,000 スイスフランが国際本部

に寄せられており、 その使途は、例えば、YMCA の

未来を担う若者であるチェンジエージェントの支援

や、2019 年 8 月にロンドンで開催された YMCA の 

175 周年記念式典の支援などに使われています。  

特に今年は、世界 YMCA からの要請を受け、ワイ 

ズメンズクラブ国際協会は、新型コロナウイルスパ 

ンデミックの影響で困っている世界中の YMCA を 

支援するため、「YMCA 連帯基金」に 10,000 スイス 

フランを寄付しました。残りの 70％は、各地での 

YMCA のスタッフやユースリーダーのトレーニング

や育成に活用されています。カナダ・カリブ海地域で

は、今年の ASF 資金は、YMCA に強い関心を持って

いる現役の若いワイズメンズクラブメンバー2 名の奨

学金として用いました。 また、東西日本区では長年に

わたって、それぞれ毎年 100 万円ずつ（約 8,500 ス

イスフラン）を、青少年のための研修プログラムを支

援するために、日本 YMCA 同盟に寄付してきました。

世界中の多くの YMCA は、 新型コロナウイルスパ

ンデミックの影響で事業やプログラムが制約され、経

済的な苦境に立たされています。今こそ私たち は、

ASF への寄付を含め、YMCA をサポートする取り組

みを強化しなければなりません。私たちの組織の、創

立時からのそして最も大切なパートナーである 

YMCA の支援に向けて、心熱くいざ立ち上がりまし

ょう！ ASF について、詳しくはこちらをクリック 

 (原文を参照下さい。) Ω 

 

 



                         

町田コスモス１０月第 1例会報告    

～年間会長主題≫心新たに Change!2022≪に向けて～ 

◆10月 12日(月)18:30～20:30オンライン Zoomで開催。 

松香会長の会開点鐘で始まり、ゲストの加藤祐一さん、ビ 

ジターに太田勝人さん(町田スマイリング)をお迎えし、会員 

8名中オンライン参加 4名、担当主事はメイキャップ(部大 

会)、有田幹事・平本チャプレン・今村副会長は夫々のご都 

合より不参加でしたがコロナ禍のなかで頑張っておられる 

との報告があり、プログラムでは、松香会長のクラブ新会員

と次期部長年度に「新世代型２クラブ新設」を実現したいと 

の呼びかけがありました。集合キャプチャーは撮れません 

でした。ちょっと残念です。ご容赦を。   （書記 権藤） 

  

町田コスモス第 2例会報告  

◆10月 2４日(土)18:30より Zoomオンラインで開催 

出席：松香・富樫・谷治；G加藤祐一さん；V太田

勝人部エクステンション院長/為我井輝忠会長/尾張

日出夫書記(町田スマイリング)の参加を頂きました。 

第 2例会資料と会長のーシップで進行・報告・協議： 

 ①クラブの体力増強活性化＞ハチミツ産物の活用 

 ②会員増強＞会員活動と新会員会費の検討継続 

 ➂軽快運営＞ワイズの本質のウリは何だ？を確認 

 ④次期部長ホストクラブ体制と新２クラブ設立を 

 ⑤YMCAの緊急支援策を検討 

⑥町田 YMCA30年、コスモス 25年記念会企画 

など。課題は、SDGs をマップに新社会・新活力 

創成の時を感じる、充実した第 2例会でした。 

今回も集合キャプチーが撮れず、申し訳ありません。  

  

  ～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～ 

 10 月会計報告  

    ご報告します。     会計 富樫紀代美 

    10月 26日付 口座残高 ￥179,917円 

    （内訳：10月入金 2件 3口）    

  💛未入金・立替清算にご協力ありがとうござい 

ます。 

  ～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～ 

      

 

   ≫ ワイズ交流 ≪ 

 

  

 

                                       

 

NHKTV野菜の時間 

藤田智せんせい（東京多摩みなみクラブ） 

おすすめの「プランター菜園」を始めました。 

Zoom講座も楽しく、好く育ちます！ 

    いのちを感じます。 

ごんどう 

 

YMCA ニュース  
愛と奉仕の YMCA はコロナ禍で自らも厳しい状況 

に直面しながら、 7 月発生の熊本豪雨災害による 

被災者支援に熊本 YMCA では、日本 YMCA 同盟に 

よれば、8 月 17 日より全国の YMCA とピースボー 

ト災害支援センターと共同して球磨郡多良木町にあ 

る旧多良木高校避難所を運営しています。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)の方が避難されていて、YMCA では 

その避難生活のサポートを行っているとのことです。 

熊本 YMCA は昨年台風 19 号風水害被災と住民救済 

活動から回復途上にあると聞いている。(権藤徳彦) 

     

 

 

熊本 YMCAは奉仕に大活躍中！ 

～「#はなれても つながっている」～ 

 

 



『ポジティブネット緊急募金』 

💛 YMCA 子ども・ユース・ 

地域支援 -コロナの影響を

受ける青少年支援募金を！ 

～・～・～・～・～・～～・～・～・～・～・～ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京町田 YMCAニュース 

～逞しい子ども達・愛そだつ家庭・共に生きるわが町～ 

No One Left Behind to Live ! 

 

 東京町田 YMCA １０月活動 

 

～ コロナ禍で福祉介護施設における支援・交流活動は 

開催を自粛しています ～ 

◆   活動委員会 10月 9日(金) 

町田市民フォーラム 4 階講習室にて  

10 月活動委員会を（コロナ感染予防に十分に、 

オンラインなしで）開催。今年は、東京町田 

YMCA 開設 30 周年。活動展開・財政育成を 

中期を視野に、クリスマス等、年内・年初の 

行事を協議。〔松香・谷治・富樫・伊藤・権藤〕 

 

 

◆ わくわく！科学実験教室 10 月 17 日(土)   

 

会場：市民フォーラム活動室「測候所」 

  

 

 

 

 

 

  

児童 8名、Vスタッフ(大学生含め)５名 

 検温・消毒・マスク・アクリル隔壁は万全。 

  次回は、11月 21日(土) 10:00-12:00 

  町田市民フォーラム 4階 活動室 

 

～・～・～・～・～・～～・～・～・～・～・～  

 

 

      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                      

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 


