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＜ 聖 句 ＞ 

 私たちは皆、この方の満ち溢れ

る豊かさの中から、恵みの上に、

さらに恵みを与えられた。・・・

恵みと真理はイエス・キリストを

通して現れたからである。・・・

父の懐にいる独り子である神、こ

の方が神を示されたのである。 

ヨハネによる福音書1章16節~18節

(聖書協会共同訳）」 

（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SDGｓ」 
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” 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
【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、チャプレン 平本善一、直前会長 松香光夫 

                            【月間強調】キリスト教理解・ヒストリアン(公式記録職)  

２０２１年１２月 第一例会 
≫ 3クラブ合同例会≪ 町田コスモス ‣町田スマイリング ‣多摩みなみクラ

ブ 

日時：2021年12月11日(土) 15:00～17:00 
会場：日本基督教団 原町田教会（町田市原町田３-9-16） 

会費：1,000円（一般500円･児童無料）小さな交換プレゼントのご用意を 

第1部 15:00～15:30  礼拝 
奨励「飼葉桶の前に置く」 
賛歌「O Holy Night !」 
第2部 15:45～17:00  祝会 
奉奏「神の御子は今宵しも」 
開会点鐘 
ワイズソング（1番） 
開会感謝 
出席者紹介 
会長メッセージ 
 
 
独唱「アヴェマリア」マスカーニ曲、他 
演奏 「キツツキ・ポルカ」  
ハッピー・バースデー 
プレゼント交換 
礼拝献金報告 
 
独奏「きよしこの夜」 
感謝 
閉会点鐘 

司式・宮田諭  奏楽・桑原良子 
宮島牧人 牧師 
竹野美歩（町田スマイリング） 
・司会  古市健/小野実/諏訪治邦 
マリンバ 秋永真里子 
会長 今村路加（町田コスモス） 
一 同 
ASF国際事業主任 田中博之(多摩みなみ) 
権藤徳彦(町田コスモス) 
多摩みなみ    会長 伊藤幾夫 
町田スマイリング 会長 為我井輝忠 
町田コスモス   会長 今村路加 
町田スマイリング   竹野美歩/竹尾信吉 
マリンバ      秋永真里子 
各クラブ会長（お祝い） 
ピアノ       桑原良子 
「YMCA国際協力募金」贈呈と感謝 
(東新部長松香光夫／東京YMCA古市健) 
マリンバ     秋永真里子 
（担当主事 古市 健） 
2022-2023東新部長 深尾香子(多摩みなみ) 

＊本会の基本は会場での参加ですがオンラインでの参加も出来ます 

https://ushttps://us02web.zoom.us/j/5908503983 

ミーティングID: 590 850 3983  (パスワードなし) 
 

 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 

 

クリスマスおめでとうございます。 

今月は多摩みなみ・町田スマイリング・町

田コスモスクラブの合同例会として地域の

方々と共に行います。 

まだ新型コロナウイルス脅威は続いており

ますが、充分に感染予防に努め、共に集

い、またオンラインでも同じ時間を共にで

きる事に感謝してお祝いしましょう。 

さらにこうした経験を来年以降も活かして

地域に奉仕できるワイズメンズクラブとし

て共に成長できるように共に祈り活動を続

けましょう。 

 

※ 感染リスクの状況によりオンラインのみ

で開催または中止になる場合もあります 

11月 Happy Birthday：（５平本善一、15石田孝次、15田中博之、17竹尾信吉、21諏訪治邦） 
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============================================ 

11月第一例会報告 

～定例会～ 

【卓話 田畑智子】 

============================================ 

日時:11月01日(月)14:00～16:00  

場所:ZOOM+玉川学園コミュニティセンター 

《出席者》【メンバー7名】対面>権藤、加藤、富

樫、田畑、松香、ZOOM>今村、谷治、 

【ゲスト】町田スマイリング 太田 

11月に入り、９月入会の田畑ワイズが例会でたい

へん楽しい卓話をされました。瞑想に、ヨガを少

しみなさんが体験する卓話でしたが、最後に紹介

されたタロットカードでは参加者全員を占ってい

ただき、たいへん盛り上がりました。田畑さんは

平日の夕方は英会話教室の先生をされているの

で、例会時間を昼間にしての開催でした。明るい

陽射しの中で、例会場所は調理室でしたが、たま

にはいいかなと皆さん思ったと思います。(例会

写真は4ページ) 

============================================ 

11月第ニ例会報告 

～定例会～ 

【事務会】 

============================================ 

日時:11月27日(土)18:30～20:30 

場所:ZOOM 

《出席者5名》 

【メンバー名】今村、権藤、富樫、谷治、松香 

 

加藤さんがブリテン完成に向けて編集ですので、

１２月号一枚目「１２月クリスマス合同例会プロ

グラム」と「12月~1月の町田コスモス予定」を本

日中に決めましょう。 

東京クラブのZOOM予約で、本日と12月11日合同

クリスマス例会の午後も先約有りで予約できませ

んでした。これを受けて町田コスモス独自のZOOM

有料会員の取得を検討します。今後の使用頻度も

考えて、わがクラブ独自で、ZOOMを一年間￥２２

１１０円の契約することの承認をお願いします。

こういったことの成功がワイズメンの元気に繋が

ります。次期部長クラブの多摩みなみクラブの元

気がでるでしょう。 

============================================ 

11月活動委員会報告 

～クリスマス準備～ 

(町田YMCA) 

============================================ 

日時:11月12日(金)18:30～20:30 場所:ZOOM 

《出席者》【メンバー4名】ZOOM>谷治、権藤、加

藤、富樫、南センター 宮田担当主事、町田スマ

イリング 為我井 

 

市民クリスマスの企画をもとに収支計画を立て

て、その検証を行った。南センター宮田担当主事

をはじめ、町田スマイリングからの意見を反映し

て、町田コスモスとして最終案をまとめることに

なりました。 

 

============================================ 

11月第2回役員会報告 

～評議会事前打ち合わせ～ 

(東新部) 

============================================ 

 

日時:11月15日(月)18:30～21:00 場所:ZOOM 

《出席者》【メンバー3名】ZOOM>権藤、加藤、松

香、 

 

部会をオンラインで成功できたことについての評

価があったが、各クラブの会員増強や事業などが

コロナ禍の影響を受けて、成果が出ていないこと

が指摘された。そのうえで第2回評議会の進行や

レジュメについて再度チェックが行われた。 

 

============================================ 

11月東新部第2回評議会報告 

～東新部第2回評議会～ 

============================================ 

日時:11月20日(土)18:30～21:00 場所:ZOOM 

《出席者》【メンバー5名】ZOOM>今村、権藤、加

藤、富樫、松香 

 

東新部第2回評議会が行われた。次期東新部役員

を決めなくてはいけない時期にあたり、次期部長



である多摩みなみ 深尾さんをもとにそのお役員

構成について審議された。 

 

============================================ 

クリスマスを迎える季節になりました。 

権藤徳彦 

=========================================== 

コロナ禍に疲れ、気が付けば、今年もクリスマ

スの季節。12月11日(土)に、私たち近隣のファミ

リーワイズ３クラブは町田YMCAと合同で市民クリ

スマス例会を教会で開きます。 

思い切って対面で開き、ZOOMの活躍でライブ配信

もすることになりました。目指すは、この２年

間、私たちはまず健やかに日々を生きること、元

気と希望を得て、生きるに弱さと貧しさの中にあ

る多くのひとを覚え行動を起こすことでした。 

神の祝福のうちに生れながら今日を生きるに苦し

く困難の中にあるひとを助け救い出す隣人であり

なさいと勧められています。 

2021年前にリアルに誕生し、人々を救いながら十

字架につけられ、死んで復活して今の時も働くあ

の人である御子の誕生を祝います。 

ひとり一人の胸に、生きる希望と温かい友情を繋 

いで100年となる今年、この意味のある日を、歓

びをもって、誰ひとり取り残すことなく迎えたい

との思いを共に致します。 

 

============================================ 

再開・わくわく！科学実験教室 

権藤徳彦 

=========================================== 

 

11月２０日(土)１０-１２時 町田市民フォーラム

活動室「地球のかけら」に児童３名、地球を掘

る。いろいろ鉱石がいくつも出てくる。硬いもの

軟らかいもの違い、色も輝きも違う。なせ違う

の？どうやってできるの？みんな楽しかった！ま

た来たい、だそうです。サポーターに大学生も入

って６名、みんなでひと安心。次回は、クリスマ

スと１月１６日。 

 

============================================ 

 町田コスモスZOOMPro年間契約する 

============================================ 

 11月27日（金）から町田コスモスは、クラブ専

用のZOOMProを年間で契約しました。これまで利

用させていただいた東京クラブに感謝を心から申

し上げます。（加藤） 

 

 

============================================ 

会計報告 

============================================ 

  

会費の未収金はなし。クラブ会計は順調に経過

しております。皆様に感謝申し上げます。 

なお、ZOOM契約およびその支出に関しては役員

一同の承認を確認しました。（富樫） 

 

 

============================================ 

ふたたび、新型コロナ感染拡大への懸念 

============================================ 

 

 12/11町田市民クリスマスの準備を進める中、

新型コロナのオミクロン株の影響を受けて、中止

も視野に入れて、今後の感染状況を注視していく

ことになりました。   

 

============================================ 

訃 報 

============================================ 

 

 東京グリーンクラブから悲しい連絡がありまし

た。浅見隆夫メンが１１月１０日の深夜、ご自宅

で逝去されました(享年80歳)。 

 

東京グリーンクラブ１９７３年設立のチャータ

ーメンバーであり、２００６年第９代東日本区理

事を務められました。 

１０月はお元気だったようで、急な出来事だった

とのことです。お悔やみ申し上げます。 

 



============================================ 

  市民クリスマス礼拝は新しくなった会堂で 

============================================ 

 町田コスモス恒例の町田市民クリスマスは、2

年ぶりに日本基督教団 原町田教会で行います。 

 

その会堂が新しく

なりました。ライブ

配信できるカメラを

礼拝堂に2台常設に構

え、ネット配信でき

る充実設備を構えて

おりました。 

 

 ついては、12月11日15時からの市民クリスマス

礼拝は、町田スマイリングの竹野さんの歌声をZO

OMのライブ配信でお楽しみください。 

日本基督教団 原町田教会 

東京都町田市原町田3丁目9-16   

電話 042-723-0207 FAX 042-707-9702 

 

============================================ 

今後の予定 

============================================ 

 

12月11日(土)15:00～17:00 ／場所:ZOOM＋原町田

教会／町田YMCA(第一例会) 

 

============================================================================ 

今月の写真アラカルト 

============================================================================ 

11月第一例会の卓話は、田畑智子さんご苦労様でした。とても楽しい雰囲気がこの写真から伝わってきま

す。（この写真は合成写真です。自分の引いたカードがその人のそばに配置しました。）松香部長は、自

分が引いたタロット(tarot占いカード)が権藤さんと同じだったことに驚いています。みなさん、笑顔に

あふれて本当に楽しい例会でした。（加藤） 

 

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：玉川学園コミュニティセンター２F 

【銀行口座】きらぼし銀行  玉川学園支店 0137 普通口座 060-5048617  

      東京町田コスモスワイズメンズクラブ 

 


