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７月 Happy Birthday：14 日富樫紀代美さん 

 

 

６
月
デ
ー
タ 

在籍： ８  名 例  

会  

出  

席  

メン：  ５ 名 Ｂ Ｆ ポイント コスモスファンド 

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

出席： ６  名 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) にこにこ  ０  円 
 

ｹﾞｽﾄ/ﾋﾞｼﾞﾀｰ：１ 名    (累計 0枚) (累計円) 

【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。」 

≫ 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。…  

東新部長 松香光夫 「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 SDGｓ」 

東日本区理事 大久保知宏 「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 「１００年を越えて変革しよう」世界と共にワイズメン」 

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・直前会長 松香光夫  

書記 権藤徳彦・副書記 ＆会計 富樫紀代美 

担当主事 古市 健・幹事 有田士朗 チヤプレン 平本善一 

 

２０２１年 

７月号 

（第 300 号） 

 

今月の聖句 

 目を覚ましなさい。信仰に基づい

てしっかり立ちなさい。雄々しく

強く生きなさい。何事も愛をもっ

て行きなさい。 

（コリントの信徒への手紙 16章 13-14節） 

 

 

～ 

 

 

 

２０２１年７月キックオフ例会 

 日時：2021 年 7 月 12 日(月)18:30－20:00 

場所：玉川学園コミュニティセンター２F 

   ＋ Z00M オンライン 

受付：      司会：権藤 徳彦 

開会点鐘：        会長：今村 路加 

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 

ゲスト：ビジター紹介       会 長 

軽食： ～ 1 分間メッセージ・懇談～ 一 同 

会長メッセージ              会長 

直前会年度報告            松香 光夫 

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/報告     （一同任意）/ドライバー 

閉会点鐘：         会長：松香光夫 

記念撮影：           一 同 

【今月の強調テーマ】：PR・Change！２０２２  

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  

今年度、松香光夫直前会長の後を引き継ぎ、創立 25 年を 

迎えた東京町田コスモスクラ ブ会長を務めることになり

ま した。2001年以来 20 年目にして 2 度目になります。 

今、コロナウイルスとヒトの生存競争で、東京都内感染者

実に 1７万人、うち死者 2,200 人を出してなお 収束が⤵ 

 

 



 
 

(続)見えません。たいへんな脅威です。ウイルスは 

ヒトを全く区別せず、動きも、ヒトが 自ら無意識に

ウイルスを受け容れ、生かしてくれる 宿主に感染し

ます。一方で、予防のマスクを、自分では手に持て

ないで、人の手を必要とする方、誰か他の手なしに

日常が保てない方のための必死の介助も欠かせませ

ん。不足する介助や介護・幼児童の守り手も救済を

必要としている最中、わたしの世代にクラブ会長の

バトンがきました。担う決断と責任を感じます。 

幸いに、100 年の信頼と友情の価値高いワイズメン

ズクラブの中にあるとの想いが私を立たせました。

前年度会長主題「心新たに CHANGE!2022」を引継

いで、次なるワイズ 100 年へ小さな、しかし、確か

な一歩を踏み出したいと思います。ワン・チームワ

イズメンの確かな視野と支え合いを大切にして進み

たいと思います。 

 

 

東京町田コスモスクラブ 7月報告 

Y’s 部長 2021-22JER  

◆松香部長が東日本区大会で区役員として紹介されました。 

今期クラブでは直前会長、ご自身も部の合間をぬって

クラブ員の為に 7 月例会の案内・次回の案内とメール

でさりげなく配信。多忙な世代今期の会長の事情を察

するきめ細やかさ。以下（メールより） 

   ≫ ７月例会開催案内 ≪ 
 

本日のコスモス７月例会（18:30−20:00） 

を Zoom 方式で行います。 

ZOOM 次の URL へアクセスしてご参加ください：～ 

https://zoom.us/j/4745332601?pwd=Q2VqQ0Vqc056
WlVFU3JnWWVzemlTUT09 

～～～主な プログラム ～～～ 

1.    新年度キック・オフ ≪Change！２０２２・PR≫ 

1.     コスモスクラブ新年度 会長・役員就任 

2.     「臨時総会」 ～会則改定、新会長方針・抱 

3.     松香東新部 新部長＆部長ホスト開幕 

4.     半期半年報・・・ 

5.     ８月新入会推薦（加藤さん・田畑さん） 

 権藤と松香は、ZOOM 拠点として玉川学園コミュニティ・セ

ンター多目的室１B に、パソコンを持ち込んで中継拠点としま

す。 

今村さま、割り込みで結構ですから、お顔、お声を見せて・聞

かせていただけると嬉しいです。次の機会は８月２日（今後は

第１月曜日）が例会となります。 松香光夫 

 ------------------------------------------- 

◆ 町田コスモスクラブに新しい風です・・・ 

東新部 担当主事  

古市 健 （東京町田コスモス） 

東新部 担当主事になりました古市健と

申します。 東京 YMCA 本部職員です。

今年 ２０２１年４月に東京町田コ ス

モスクラブの担当主事になり、７月より東新部担当主

事 も兼務することになりました。 ワイズメンズクラ

ブの担当主事を初めて務めることとなり、不慣れでは

ございますが、何卒よろしくお願い申し上げます。      

---------------------------------------- 

会員さんを労うのはこの方・・ 

 

クラブ書記兼・部書記 権藤徳彦 

町田コスモスクラブの皆さん、昨

夜はクラブの７月例会、お疲れさまでした。〔コンタ

クト者：平本チャプレン, 今村会長、古市主事、富樫

会計、谷治副会長、松香直前会長、有田幹事、G 加藤

さん、権藤〕 夕方６時半に開会し、コロナ禍で８時閉

館する街のコミセンの一室を確保し、パソコン不調で

対面を希望する会員の来場を待ち、多様な条件下にあ

るメンバーのために、直前会長と２台のパソコンを持

ち込んで、リモート・オンラインの構え。外出が難し

い会員には事前の FAX で案内を入れ、３様のスキル

で何かのコンタクトを期待する総会でした。開催と議

題を配信して委任状が FAX 返信で開会前に届いた会

員もあった。 

 例会のコンタクトは７月キックオフにふさわしい、 

意欲ある３様のコンタクトが活用できた成果となっ

て、６/８で総会は成立。大切の事項だけに、論議を尽

くそうとしたが、コロナ緊急事態下の８時閉館で、 

時間切れ。近時の再審議となった。今日のカオス混沌

にも、整ったコスモスを創ろうとするチャーターメン

バー達の、「コスモス」と言うクラブの創立の掛け声で

した。～それが、障がいを持つ子の母親のシャロー

ム！(平安)の願いの家の設立となって、今も在る。 

 つまり、ワイズ 100 年は、幾次のカオスを乗り越えた

今があり、カラフルな今ある果実ポジもあるが、その

https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F4745332601%3Fpwd%3DQ2VqQ0Vqc056WlVFU3JnWWVzemlTUT09&data=04%7C01%7C%7C6d309c64c2a944615e5108d944f8bcbb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637616657371273829%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=48a5muvERj2rtqfi3EWHxOxZuldPiFMFqaXKH5XBfV4%3D&reserved=0
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F4745332601%3Fpwd%3DQ2VqQ0Vqc056WlVFU3JnWWVzemlTUT09&data=04%7C01%7C%7C6d309c64c2a944615e5108d944f8bcbb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637616657371273829%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=48a5muvERj2rtqfi3EWHxOxZuldPiFMFqaXKH5XBfV4%3D&reserved=0


下地に、必ず、ネガが存在した。皆さんの今日の誠意

は、新しい何かを生む。ムダにはならないと思ってい

ます。Y'ｓｌｙ、God Bless!  ７/13 書記 権藤 

 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

◆ 総会のルールを守られますお二人の委任状には

頭が下がります。 

     2021-2022 年度 臨時総会 委任状 

東京町田コスモスワイズメンズクラブ 臨時総会議長殿 

（FAX：０４２－７３８－３９３８） 

 私の議決権を 臨時総会議長に一任します。 

議事 １、有田士朗氏 及び 平本善一氏を功労会員に
推薦する件。２．本クラブ会則を現状に沿って 一部 改
定する件。  

 2021 年 7 月 12 日       有田 士朗 

                住所： 町田市原町田〇－〇－〇－７０３  

      ------------------------------------------------------ 

2021-2022 年度 臨時総会 委任状 

東京町田コスモスワイズメンズクラブ 臨時総会議長殿 

（ FAX：０４２－７３８－３９３８ ） 

   私の議決権を 臨時総会議長に一任します。 

  議事 １、有田士朗氏 及び 平本善一氏を功労会員
に推薦する件。２．本クラブ会則を現状に沿って 一部 
改定する件。  

 2021 年 7 月 12 日       平本 善一     

       住所： 町田市 野津田 〇〇〇〇 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

そして 8 月入会予定の加藤祐一さん・・・・ 

カトー折りが東京 YMCA 機関紙今月号に掲載されま

した。東京 YMCA 機関紙 2021 年７/8 月号 

 http://tokyo.ymca.or.jp/about/paper.html 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

クラブ会計・副書記  

富樫 紀代美さん 

例会感謝 連日お疲れ様です。

会場のお手配や部報、会則をあり

がとうございます。7 月 12 日例会

会則をわかりやすくするための議論にライブ参加で

きました。何か新しいクラブができるような気がして

なりません。丁寧にひとつひとつの積み重ねで出来る

ことと思います。こちらは気付いたことをひとつずつ

整理していき新年度の日計出納表を作るにやっと辿

り着いたところ。さらに例会への案内メールを見て車

で（基地）に向かいました。 

 

 町田コスモス クラブ副会長 

谷治 英俊 
 クラブの宝です。 

 新年度今村会長と一緒に、いつも 

 意欲的に参加している逸材です。   

 

「東新部のエクステンショ ンと SDGs 」 

東新部 部長 

松香 光夫 

ワイズメンズクラブ１００年を目 

前にして一層の広がりを求めるの 

は当然と言えます。ここのところ、 

東新部でも新しいクラブを仲間に 

したいと努力を注いでいますので、その力が実ること

を願っています。 

クラブ増強には、新クラブを迎える他に、現クラブの

メンバーを増やすことも射程に入っています。 

最近ではコロナ禍を逆手にとってオンラインで新

しい仲間の繋がりもできています。絆を強めて新しい

つながりを太くしていきましょう。  

人数だけでなく、活動の内容にも目を配りまし ょう。  

その点で最近の流行りは SDGs です。国連が「持  

続可能な開発目標」（Sustainable Development Goals） 

として 2030 年を目途に、地球上の課題 に取り組ん 

でいます。ワイズメンズクラブの日々の活動とも、 

また目指すところとも重なるところがありますから、 

日頃から仲間と一緒に気を配りたいと思いますがど

うでしょうか。「貧困と飢餓」に取り組んでいる「こど

も食堂」 はどうでしょう？ 多様な弱い立場に寄り

添える 活動はできませんか？ 

「健康と福祉」、不登校の 子どもの支援、開発途上国 

の支援（教育の向上）。 女性の力を大事にしよう。水、

海、エネルギー、環境、生き物を大切に。気候変動の

影響に気を配 ろう。住み続けられる町づくりを。世界

を平和に 「人や国の不平等に対して敏感になろう」。

色々 な団体と手を組んで踏み出したいと思います。

ワン・チー ムワイズメンの確かな視野と支え合いを

大切にして進みたいと思います。 

 

で色々な課題に取り組もう「パ ―トナーシップ・絆を 

大切に」。 こうして見ると、地球の課題が、意外にも

身近な問題に映っていることに気がつくのではない 

でしょうか。これらに取り組むことを通じて、私 たち

自身の力を鍛えていきましょう。 

 

 

http://tokyo.ymca.or.jp/about/paper.html


≫ 寄 稿 ≪ 

ＳＤＧｓからＣＳを設計するという題目で、 

ゲスト 加藤祐一 

東京 YMCA会員 

その中で「貧困をなくそう」「飢餓を

ゼロに」「すべての人に健康と福祉を」

をテーマに想いを巡らすとやはり新

型コロナを前提に考える必要があると思いました。 

新型コロナは、私たちの暮らしを変えようとしていま

す。これまでの集会や交わりは続けるなと言わんばか

りの強烈なものです。ワクチンができるまでとしても、

その後も新しい生活様式にならないとある日突然、第

２波、第３波がやってくるかもしれません。 

しっかりとした新しいルールづくりがいま、必要なの

です。 

 ソーシャルディスタンス、３密をつくらない、マス

クや手洗いをしっかり行う。もし高熱が出たらすぐに

専門のセンターに相談をするなど。頭ではわかってい

ても気が緩むとクラスターが再来すると一躍世間に

知れ渡る時代になりました。 

 誰であろうともそうしなくてはいけない。事情はど

うであれ、誰もがこういったことを守っていく気持ち

はあっても。 

 そして今、新しい取り組みが次々と始まっています。

時代は世界的変わろうとしているんです。身近なコミ

ュニケーションでさえ、職場ではテレワーク、オンラ

イン会議などのデジタル化が進んでいる。 

 ワイズメンズクラブ。例会。大会。これまでのやり

方はしていけません。変わっていく。新しい社会の中

でＹＭＣＡがそれをリードしてキャンプや野外活動

をやっていき、世間に見せていく。これだ！これだ

よ！距離を離すからといっても迷子になっちゃいけ

ない。手をつなぐといってもマスクをしなくちゃ。体

温管理や血中酸素濃度の管理も必要でしょう。いや違

う。これだ！なんだ！なんだろう！ 

それって！  開拓精神です！ 

また一からやり直す開拓精神です！ 

これが我々の魂にあるじゃないか！ 

どうやって生涯教育をやっていくか、どうやって地域

奉仕をやっていくか、当たって砕けろ！そういう気持

ちで道を拓こう！ 私たちが率先して、その新しいル

ールを守り、守りやすく、したくなるような人の絆、

家族のために、隣人にうつさないやさしい心遣いので

きる例会も生み出していきましょう。じゃ、具体的に

どうする！例会をどのように取り戻すのか。 

zoom がある、なんだ！ズームってオンライン会議が

できるんですそっかやってみよう。 

例会をしてみましょうよ。 

まずは出来る方だけでやりましょう。少しずつ輪を広

げていきましょう。地域でも zoom をはじめているで

しょうし、遅れちゃいけない。ワイズで覚えたんです。

なんだ！ワイズって？そうやって地域と繋がる手だ

てが誕生していく。一つずつどなたも取り残さない方

法をみつけて、新しい輪づくりを始めよう！すると、

おい、お金を使わなくてもいいなぁ、その分お金を貯

めよう！その分、食費に回そう！おい、ガソリンを使

わなくてもいいなぁ、空気がきれいになる。健康にな

っていく。おい、ズームって、ワクワクするなぁ、も

っとやろう！声をかけていこう！手紙もいいね！工

夫して知恵を出しあっていこう！（２０２００５１２）  

   

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝■ 

■７月 24 日（土）東新部第１回評議会開催 Z00M   

■  ８月  ２日（月）部長公式訪問・新入会式     

■  ８月  前期区費・東新部年会費  納入      

■ 9 月 11 日（土）東新部 第 25 回部大会会場 

・町田市民ホール 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

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 

会場：町田市民フォーラム 4 階 町田市原町田 4-9-8 

 

【振込口座】 きらぼし銀行 玉川学園支店 

       普通 5048617  

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


