
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 

２０２１年８ 月 
第 301 号 

 
＜ 聖 句 ＞ 

「アブラハムの信仰がその行いと

共に働き、信仰が行いによって

完成されたことが、これで分かる

でしょう。 …人は行いによって義

とされるのであって、信仰だけに

よるのではありません。」 

新約聖書ヤコブの手紙 

第2章22節-24節 

（チャプレン平本義一選） 

2021～2022 年度 主題 
クラブ会長   今村路加「 心新たにCHANGE！2022 」 

 ・・・誰ひとり取り残さない。健やかに・・・ 

東新部部長   松香光夫(東京町田コスモス) 
     「何が問題か､どうしたら良いか､道は一つではない」 

       スローガン 「東新部のエクステンションとSGDｓ」 
東日本区理事   大久保知宏(宇都宮)「私たちは 次の世代のために 何ができるか？」 
アジア太平洋地域会長 大野 勉(神戸ポート)「100 年を越えて変革しよう」 
国際会長          キム・サンチェ(韓国) 「世界とともにワイズメン」 
                         スローガン 「愛と尊厳で世界を癒そう」 
                          “Heal the World with Love & Dignity” 

 ～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～ 

【クラブ役員】会長 今村路加、副会長 谷治英俊、書記 権藤徳彦、会計 富樫紀代美、 

                       直前会長 松香光夫、担当主事 古市健、幹事 有田士朗、チャプレン 平本善一、 

【今月のテーマ】LT（リーダーシップトレーニング）・IBS（国際兄弟クラブ） 

２０２１年８月第１例会 
 （ハイブリッドZOOM例会 下段） 

日時：2021年8月2日（月）18:30～20:00 
場所：玉川学園コミュニティセンター２F 
    ZOOMオンライン下記のURLをクリック 
https://zoom.us/j/4745332601?pwd=Q2VqQ0Vqc056WlVFU3JnWWVzemlTUT09 

受付

開会点鐘 
ワイズソング 
ワイズモットー・ワイズ信条 
今月の聖句・感謝の祈り 
ゲスト・ビジター紹介 
部長公式訪問・会長就任式 
クラブ役員就任式 
会長挨拶 
新入会式 加藤祐一さん 
部長挨拶 直前会長年度報告 
諸報告：YMCA報告･アピール 
ハッピーバースディ 
ニコニコ献金・報告 
閉会点鐘 

 司会 権藤 徳彦 
会長 今村 路加 
メロディ静聴 
一 同 
チャプレン平本 善一 
会長 今村  路加 
部長 松香 光夫 
会長 今村  路加 
会長 今村  路加 
会長 今村  路加 
部長 松香 光夫 
担当主事古市健 他 
司会 権藤 徳彦 

ドライバー富樫紀代美 

 会長 今村  路加 

 

 東京町田コスモスクラブ活動方針 
～心新たに ＣＨＡＮＧＥ！２０２２～ 

--- 誰ひとり取り残さない。健やかに ---  

 

 
 

東京町田コスモスクラブ 
会長 今村 路加 

 
 オリンピック開催の是非は置いておき、選手
の皆さんが最大限の力で挑戦する姿は感動しま
す。 
今月は例会と合同例会です。仲間のワイズメン
とともにチャレンジしてまいりましょう 。 

 

８月 Happy Birthday：２０日 今村 美和子メネット、２５日今村 路加ワイズ 

７ 

月 

デ
｜

タ 在籍 8名 

出席 6名 

例
会
出
席 

メン 
メーキャップ  
出席率  
メネット 
ゲスト／ビジター 

4名 
1名 
63％ 
0名 
1名 

BFポイント コスモスファンド 

切手0g（累計０ｇ） 
現金（含書損ハガキ換金分 

0円（累計0円 ０枚） 

オークション0円 
（累計0円） 
にこにこ0円（累計0円） 

 

 

https://zoom.us/j/4745332601?pwd=Q2VqQ0Vqc056WlVFU3JnWWVzemlTUT09


新入会員紹介 

 

加藤 祐一(かとうゆういち)さん 

この度2021年8月に65歳を

区切りに入会することにし

ました。 

 ワイズメンズクラブには

本当にお世話なっていま

す。入会の決意を表明した

ときに多くのワイズメンから歓迎をお言葉を頂き

ました。まったく身勝手な思いで退会を2006年に

したわけでして、目黒クラブの方には本当に申し

訳ありませんでした。父から続くこの志をYMCA

とともに捧げるつもりで入会しましたのでよろし

くお願いします。 

 

おめでとうございます！ 

知・行・才・足 兼備の頼もしい壮年 

みんな喜んでいます。（会員一同） 

 

新型コロナウイルスの発生の直前2019年11月例

会で、「子ども達と SDGｓ」と題して松香洋子

メネットの卓話と頂いワークショップを頂いた。 

2019年11月町田コスモス例会の中から2名も新入

会員の誕生です。感謝です。 

 

IBC（国際兄弟クラブ）の月 

 

わがクラブの国際兄弟クラブはマレーシアの２ク

ラブと交流しています。常夏のマレーシア、歴史

のある深みと現代的ツインタワーで美しい首都ク

アラルンプール（KL）の「ベルバクティ（献身

的） Y サービスクラブ」と、鉄道で１時間ほど北

上する丘陵山岳地の錫（スズ）と花崗岩の町のシ

ルバーステート Y サービスクラブと親しく交流し

ています。 

 

べルバクティ Y サービスクラブ・クアラルンプール、マレーシア 

 

 
シルバーステート Y サービスクラブ イボー市マレーシア 

 

来年度はＳＭＩＴ（シンガポール・マレーシア・

インドネシア・タイ）部の部長と役員を出すこと

になったそうです。みんな元気で、いきいき！ 

 

寄 稿 

 ＞＞SDGsから CS を設計する＜＜  

東新部 部長主題について 

「何が問題か、どうしたらよいか 

道は一つではない」 

東新部 部長 

松香 光夫（町田コスモス） 

東新部には7つのクラブがあって、それぞれの課

題に取り組みながら活動しています。新しい年度

を迎えるにあたって、東新部としての方向性が出

せないかと考えてみました。しかし、それぞれの

クラブにはそれぞれの事情があって取り組んでい

るので、一つにまとめるのは無理があることか

ら、その中から仲間を増やす、できればクラブの

数を増やすということを掲げてはどうかという考

えに至りました。 



 さらに一方で私が所属しているユネスコ協会が

多様なような状況の中から SDGsという目標を設

定していることを取り組んで、主題としては別に

「スローガン」として追加してはどうかというヒ

ントも頂きましたので、最終的には、今号に見て

いただくように、部報として配らせていただいた

ように部長としてのテーマを「主題+スローガ

ン」とさせていただきました。すでにいくつかの

事業のテーマとして、あるいはクラブの会長の方

針としても取り入れて頂いていますことを嬉しく

感じています。 

クラブ活動として、取り組めるような提案があり

ましたら、声を聞かせてください。 

 

 

「御殿場ワイズメンズクラブからの便り」 

 

1986年5月に設立された当初のクラブ（杉山蒋巳

会長）から今年度の事業計画になる25ページの冊

子が送られてきました。各事業の主な計画内容、

担当委員、事業の経緯などが記されており参考に

なります。 

 

予 告 

 

8月13日（金） 

18時30分 

東京町田 YMCA 活動委員会

オンライン（中止） 

8月14日(土) アジア太平洋地域大会オンライン 

8月15日 

8月21日18時 

前期区費納入締め切り 

町田コスモス第2例会 

9月11日（土） 第25回東新部 部大会オンラ

インホスト町田 スマイリング 

10月20日（水） 第2回 3クラブ合同オンライ

ン例会 ホスト町田スマイリ

ング クラブ 

12月11日（土） 第3回 3クラブ合同オンラ

イン例会 

 東京町田YMCA市民合同クリ

スマス 

ホスト町田コスモスクラブ 

      

新CS事業提案のご紹介 

アフガンの子どもたちに贈る 「思い出のランドセル」 

CS･Yサ事業主査 城井廣邦（東京むかで）  

アフガン地域の識字率は国民の約30%弱と報告されて

いる。子ども達は、「食」によって生き、「文字」を

覚えて育つ。たとえ厳しい環境下にあっても、その重

要さは欠かすことはできない。しかしそれが厳しい。 

 

中村哲医師は医

の先に「水」を

通し緑の畑によ

って命を救おう

として、命を捧

げた。「文字」

を入れて「生き

る器」となるの

が「思い出のラ

ンドセル」であ

る。貴い。 

（権藤 記） 

 

 

 

 

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１月曜日 18:30～20:30 

≫ 第 2    例会≪第３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  玉川学園支店 0137 普通口座 060-5048617  

                 トウキョウマチダコスモスワイズメンズクラブ 

 


