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＜ 聖 句 ＞ 

 「はっきり言っておく。あ

なたは、若いときは、自分で

帯を締めて、行きたいところ

へ 行っていた。しかし、年

をとると、両手を伸ばして、

他の人に帯を締められ、行き

たくないところへ、連れて行

かれる。」 

 

ヨハネによる福音書21章18

節」（チャプレン平本善一

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) 「世界と共にワイズメン」 
                                    スローガン「愛と尊厳で世界を癒そう」 
                             “Heal the World with Love & Dignity” 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

【クラブ役員】会長 今村路加、副会長 谷治英俊、書記 権藤徳彦、副書記 加藤祐一、 

会計 富樫紀代美、IBC 田畑智子、担当主事 古市健、幹事 有田士朗、 

チャプレン 平本善一、直前会長 松香光夫 

【今月のテーマ】ＥＭＣ 

２０２１年９月第１例会 
 （ハイブリッドZOOM例会 下段） 

日時：2021年９月６日（月）18：30～20：30 
場所：玉川学園コミュニティセンター２F 
ttps://zoom.us/j/4745332601?pwd=Q2VqQ0Vqc056WlVFU3JnW

WVzemlTUT09 

 
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 
参加者紹介 

 
会長挨拶  

卓話： 爽快にして快活 
 
諸報告 

YMCA報告 

今月誕生日 

ニコニコファンド   
閉会点鐘 

記念撮影  

 

 司会 谷治 英俊 
会長 今村 路加 
一 同 
一 同 
チャプレン平本 善一 

司会 

 

会長 今村 路加 

加藤 祐一 
 
会長 今村 路加 
担当主事・ほか 

会長 今村 路加 
ドライバー富樫紀代美 

会長 今村 路加 
一 同（写真加藤） 

  

 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 

 
今月は我がクラブの松香東新部

長のもとで東新部大会が開催され

ます。コロナ禍で町田市民ホール

での開催はかないませんでした

が、皆さんと共に、ワイズメンと共によき大会

になるよう努めましょう。 

 

また、我がクラブに加藤 祐一さん、田畑 

智子さんが入会してくださいました。我がクラ

ブにとってこんなにうれしいことはありませ

ん。善き働きがなされるよう皆さんと共に協力

して素晴らしい東京町田コスモスクラブを創り

ましょう。 

 

９月 Happy Birthday：11日 加藤 祐一 さん 

８ 

月 

デ
｜
タ 

在籍 ９名 

出席 ８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 

７名 
０名 
77％ 
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） 



第一例会 

 

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 

出席；松香光夫、谷治英俊、権藤徳彦、富樫紀代

美、入会者：加藤祐一 

第一例会の開催日が今月から第２月曜から第１月

曜に変わった。月初めの例会はブリテンの製作も

たいへんだが、メリットも多いだろうと期待して

いる。その例会もハイブリット。玉川学園コミュ

ティセンターとリモートをつないで、ワクワクド

キドキの例会となった。一つの部屋に４人がパソ

コンを立ち上げればハウリング。目玉の会長就任

式は会長の欠席で行えず残念だが加藤祐一さんの

入会式が無事に松香直前会長により執り行われ

た。会館の閉館時間20時直前に閉会した。 

 

日時：2021年8月21日（土）18：30～20：00 

場所：玉川学園コミュニティセンター２F 

出席；今村路加、谷治英俊、権藤徳彦、富樫紀代

美、 古市 健、松香光夫、加藤祐一 

入会者：田畑智子 

 第二例会の開催日も今月から第４土曜から第３

土曜に変わった。この日はハイブリットを上手に

できた例会だった。画面の向こうからは「こんに

ちは今村です。」と会長の一声があって安堵の開

会でした。事務会ではあるものの久しぶりの例会

となった。普段の例会ムードになり、ワイズソン

グ、聖句を読み上げ、楽しい例会となった。 

 
 次回例会の入会予定の田畑さんが次回欠席とわ

かり、急遽、田畑さんの入会式に変わった。今村

会長のもと滞りなく入会式を終え、会長から祝辞

と入会キット、加藤氏に副書記、田畑さんにIBC

の役が言い渡された。その後、改定された“東京

町田コスモス”のクラブ名称・会費規定等の新改

訂個所成文を読み上げて前半を確認し、残りと全

文はプリントの送付となった。 

 

「第25回東新部部大会」について本日東新部の

常任役員会にて承認されましたので広く皆様にお

知らせする次第です。 

 

東京クラブと東京ＹＭＣＡのご好意で当日は東陽

町センター１階のＹＭＣＡホールにて大型スクリ

ーンを用意して頂き、大勢の方々にお越し頂ける

よう準備しております。 

 

当日皆さま、３０分前の１３：００から入室でき

るように致しますので、時間が来ましたら下記の

ＵＲＬを開いてご参加ください； 

https://zoom.us/j/4745332601?pwd=Q2VqQ0Vqc05

6WlVFU3JnWWVzemlTUT09 

ミーテイングＩＤ：4745332601 

パスコード：78kgD8 

  

  愛と奉仕に 新メンバーを迎えました          

 

● 加藤 祐一さん 

今日は8月30日。明日は最終

出社日です。29年勤めたセ

コムを勇退します。ワイズ

メンズクラブに最初に入会

した年がセコムの入社の年

でした。これまで日産自動

車の仕事を横浜でしていま

したが、セコムの三鷹勤務で、都心を横断する毎

日でした。そのおかげでワイズメンズクラブに入

会ができました。町田コスモスの権藤さんには20

00年のアジア十勝大会で出逢いました。山下東日

本区LT委員長にもこのときに出逢いました。 

 この8月には私の著作の「避難生活に役立つカ

トー折り」がKindleから発売されました。これは

ワイズ退会中にカトー折りを考案して、商標登録

して、出版したもので、これもワイズのエコ活動

が発端でした。入会して、1ヶ月でzoomなどでい

きなり全国ワイズと充実の日々となっておりま

す。 

 

第二例会 

東新部部会のお知らせ 

会員情報 



● 田畑智子さん 

いつもバタバタしているサトコです。 

1960年1月6日、石川県加賀市生まれ、京都育ちで

すが、ニューヨークに合計10年滞在して子育てを

致しました。東京在住は25年です。仕事は自宅で

英語教室を開催しています。ボランティアでネパ

ールの山間部へき地の村を支援もしています。玉

川大学大学院教育学研究科を今年3月に卒業し、

来年度筑波大学大学院博士後期課程進学を目指し

ています！どうぞよろしくお願いします。 

 
 

● 有田士朗さん ～ 退会されます 

(前略）ご案内をマンションまでお届けくださり、 

どうもありがとうございました。 私は、今年の 

３月で94歳になりまして、介護・医療などの費 

用がかかるようになり、手元不如意につき、残 

念ながら、東京まちだコスモスクラブ正会員を 

退会させていただきます。何卒、よろしくお願 

い申し上げます。2021年８月30日 有田士朗 

 

 

担当主事 市川 健  

夏も真っ盛りでキャンプシーズンでしたが、今夏

も昨年に引き続きコロナの影響によって宿泊を伴

うキャンプは中止をいたしました。中止になった

とはいえ、予約の段階では大変多くの子どもたち

の予約が入り、ＹＭＣＡのキャンプに対する高い

期待を感じました。宿泊キャンプは行わなかった

ものの、感染予防に万全を期す工夫を凝らし、多

くの日帰りキャンプを計画。多くの子どもたちに

参加いただきました。 

また、7月末には東陽町で、江東区内のひとり

親世帯50家庭に、食料品などを配布する「フード

パントリー」を開催いたしました。東京ＹＭＣＡ

会員の皆様や関係企業、個人の方々からたくさん

のご寄付をいただき、多くのご家庭に笑顔を届け

ることができました。引き続き皆様方に支えてい

ただきながら、ＹＭＣＡの諸活動に邁進してまい

りますので、よろしくお願いいたします。 

 
 

● 東京町田YMCA  

≫わくわく！科学実験教室ニュース≪ 

８月夏休み実験「ソーラーカー」は休講にな

ってしまいました。（下記HPから 作品写

真）大学生からボランティア支援の問合せも

来ました。早期再開を願っています。https:/

/tokyo.ymca.or.jp/community/machida_wakuw

aku.html 

 

 

田中博之元アジア太平洋地域会長の挨拶を偶然

に見ることができました。たいへん感激して拝見

いたしました。こういう晴れ晴れしい大会は見る

のは久しぶりで新たな決意を感じさせました。そ

の空気を以下のチャットから伺うことができま

す。一部ですが、お読みください。この空気感が

ワイズだと思っております。（加藤） 

 
●アジア太平洋地域のすべてのY's Men、Y's Men

ettes のみなさん、こんにちは！本日は、ご参加

いただき誠にありがとうございます。現在、約50

0名の参加者があり、第29回アジア太平洋地域大

会を無事に終了することができることに心から感

謝申し上げます。Covid-19の影響により、アジア

 

ＹＭＣＡニュース 

第29回アジア太平洋地域大会 



太平洋地域大会は通常通り開催できず、バーチャ

ル大会に変更されました。 

私はアジア太平洋地域大会実行委員会を代表

し、これらの指導者に感謝したいと思います。も

し、さらに不適切な点があればご教示ください。

ディビッド直前会長、田中元会長、大野会長あり

がとうございました。 

2022年11月に台湾の台北でYMI100年のお祝いが

開催されます。世界中の友達が台北に来てお祝い

に参加することを楽しみにしております。さら

に、2023年に香港で第30回アジア太平洋地域大会

を開催します。この2つの機会を楽しみにしてい

ます。最後になりましたが、改めてご参加いただ

き、誠にありがとうございました。皆様のご健康

とご多幸をお祈り申し上げます。シャオさんが聖

書を閉じます 。 

 

 

開催 2021 年 8 月 28 日（土）13:30～16:30 ・

開催方式 Zoom 利用リモート会議スタイル 

（参加者）23名  町田コスモス参加者：加藤 

 

 区主催の気軽な交流と学びの場として「カフ

ェ ド フレッシュワイズ」が８月２８ 日（土）

にリモートで行われ、今月入会した加藤んが参加

した。フレッシュな波動がワイズメンに刺激を与

えた有意義なセミナーだった。分団と全員集合を

繰り返すが、ファシリテーター（めしべ）の移動

はなく、新人ワイズがミツバチとなって他の分団

に移動して、また元のめしべに戻る方式である。  

 
 

加藤さんは入会した動機をこのクラブが会計やブ

リテンに非常に苦労して、本来の活動ができてい

ないという「お困りごと」を承知のうえで入会し

たと語ったようで、他のメンバーから共感の声を

得ていたようだ。全国共通の「お困りごと」をセ

ミナー方式で問題解決へと発展するとか。  

新たなアイデアや創造を全体に共有する方法は

自己啓発としては刺激的なものになった。 

 

 

会計報告：富樫 

ご心配いただいた部費・区費等の送金については

繰越金を崩すことなく今期入金分より送金できま

した、感謝です。引き続きご協力を、お願い申し

上げます。 

〔７～８月〕収入:162,000円  

支出：92,376円 残高69,624円 

 

 

 

東京町田コスモスワイズメンズクラブ 

  

事務所 

 

≫第 1 例会≪ 

             ≫第 2 例会≪ 

例会場 

        銀行口座         

（会費振込先） 

 

〒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月曜日 18:30～20:30 

第３土曜日 18:30～20:30 

小田急線 玉川学園前駅 玉川学園コミュニティセンター２F 

きらぼし銀行  玉川学園支店 0137 店番号060  

普通口座 5 0 4 8 6 1７  

口座名 東京町田コスモスワイズメンズクラブ 
 

 

カフェ ド フレッシュワイズ 

会計報告 


