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＜ 聖 句 ＞ 

 

（一行がエルサレムに近づい

て、…）そして、前を行く者も

後に従う者も叫んだ。「ホサ

ナ。主の名によって来られる方

に、祝福があるように。われら

の父ダビデの来るべき国に、祝

福があるように。いと高きとこ

ろにホサナ。」 

～マルコによる福音書 

11 章 9∼10 節～ 

 

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 

【今月のテーマ】TOF（Time of Fast:断食の月） 国際会長スローガン：ヒール・ザ・ワールド（国際 CS 事業）  

２０２２年２月 第一例会 
 

日時：2022 年 2 月 7 日（月）18：30～20：30 
会場：ZOOM による WEB 開催（URL 末頁に掲載） 

 

司会 

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 

 

会長挨拶  

 

ショートスピーチ 

ワイズ 100年の真価は活き
て 

 

YMCA、ニュース、アピール  

 

今月ハッピーバースディ 

閉会点鐘 

直前会長  松香光夫 

会長    今村 路加 

一 同 

一 同 

チャプレン 平本 善一 

会長    今村 路加 

 

会長    今村 路加 

 

 

参加者一同 

 

古市 健 / 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 
 

 新型コロナのオミクロ
ン株の感染爆発が起こって
います。何より皆さんの健
康が第一です。 
活動については改めて一

人ひとりが気を付けて取り
組みましょう。 

今月は町田市の市長と市議会議員の選挙があ
ります。 
町田市社会福祉協議会やボランティアセンタ

ーの運営は町田市からの運営費が大きな割合を
占めています。 
まちだ YMCAも長年ボランティアセンターに

関わっています。 
私たちワイズの活動は町田の福祉を支えてい

る自覚を持ち、より地域の方々に拡がっていけ
るように活動を継続していきましょう。 

２月 Happy Birthday：18 日 谷治英俊 

１
月
デ
ー
タ 

在籍 ９名 

出席 ７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 75 g（平本）、
95g (権藤) 

オークション 0 円 
（累計 0 円） 
にこにこ 0 円（累計 0
円） 



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

町田コスモス 25周年「時代を生かす元気と感性」 

               書記 権藤徳彦 

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

 2022年が明けました。この 1月、どなたも、

“これまで”と“今”と“これから”を展望でき

る峠に立って、新しい一歩を踏み出されたことと

思います。おめでとうございます。大国間の角競

り合い、市民に銃口を向ける強権政権、異常気象

災害、さらに、コロナウイルスでさえ、“生き

る”平和の脅威となって目の前にあります。 

ワイズの今月強調テーマは、このことを覚えてこ

の時に相応しい「TOF」と国際会長スローガン 

「愛と尊厳で世界を癒そう」の実行への献金に表

されています。この奉仕のために、ワイズクラブ

自身は「より軽快」に集い、「より明快」に納得

して、「より爽快」に貢献できる“三快”を揃え

持つクラブになりたいと１月号で述べました。新

しい活力は、新しい“つながり”をその地の健や

かな成長に繋ぐ、クラブの誕生、会員の増強、活

動が楽しい生甲斐となるクラブを期待していま

す。一言では“健やかに、心地よく、つながる”

こと、幸いにも、ZOOMとデジタル技術の多様な

活用が間に合って救われています。子ども達の活

動から 100歳の身の回りも皆が繋がって生きるに

必要な「軽快・明快・爽快」を進めましょう。Ω 

 

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

第一例会報告 

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

日時:1月 10日(月)18:30～20:30 場所:ZOOM 

《出席者》【メンバー４名】ZOOM>今村、権

藤、加藤、松香 

 新年の挨拶を出席者からそれぞ

れ頂きました。権藤ワイズから元

「東京まちだクラブ」の片岡ワイ

ズの年賀状に長男夫妻が新潟の教

会の牧師・伝道師と知ってたいへ

ん驚かれたと話されました。またそれにつづき松

香ワイズからの学生時代の同期生の父が敬和学園

の初代校長であることを思い出して、なんとも新

潟を身近に感じるとのお話でした。 

(写真は片岡敏光元ワイズ。３月の卓話者です。) 

（大学のホームページから転載しました） 

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

第ニ例会報告 

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

日時:1月 15日(土)18:30～20:30 場所:ZOOM 

《出席者》【メンバー5名】ZOOM>今村、権

藤、加藤、富樫、松香 

 例会では半年報の提出、松香部長訪問のスケジ

ュール、次期クラブ役員候補者の選出などの目白

押しの中、他事で欠席だった今村会長を電話で呼

び出し ZOOMに緊急参加して頂きました。 

 この日が国際投票締め切りだったので国際投票

のサイトを ZOOMの画面共有で、全員が見守る

中で慎重に投票を終えることが出来ました。また

次期クラブ役員候補者の話し合いが出来ました。

今村会長が次期東新部 CS事業主査に決まり、急

遽、次期クラブ会長に今村ワイズは継続しない意

向を確認し、真剣な討議が行われました。 

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

臨時事務会報告 

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

日時:1月 29日(土)19:00～21:00 場所:ZOOM 

《出席者》【メンバー6名】ZOOM>今村、谷

治、権藤、加藤、田畑、松香 

 

臨時事務会を ZOOMで開催し、次期クラブ役

員候補者を以下の通り決まりました。 

 

次期クラブ役員 

会長   谷治 英俊 

副会長  加藤 祐一 

副会長  田畑 智子 

書記   権藤 徳彦 (継続) 

会計   富樫 紀代美  (継続) 

CS   今村 路加 

EMC   松香 光夫    

チャプレン  平本 善一 (継続) 

担当主事  古市 健 

  

権藤ワイズの進行により会長の決定については

全員が立候補された谷治ワイズに賛美を贈る意見

を述べて、今村会長よりお願いの意が表明され、

見事に決定いたしました。副会長は谷治ワイズの

指名もあって、加藤ワイズが初心を持って尽くし

たい意を表して選ばれました。また、田畑ワイズ

から候補者として挙げられていまして、改めてご

本人からお役を頂けるなら尽くしますとの意を述

べられて、賛同の中、選ばれました。そして書記

には全員一致の権藤ワイズに決まりました。会計

は、当初会長候補者として挙がっておりました

が、ご自身の無理のないワイズライフを楽しみた



いという意向を全員が汲み取り、継続となる会計

に選ばれました。 

 今村ワイズは次期東新部の人事から請われて

CS事業主査候補者に決定されている折り、クラ

ブ会長の兼任を避けた次第ですが、クラブ内でも

CS担当になりました。そして松香ワイズは次期

東新部直前部長を兼ねつつ EMC担当に新潟クラ

ブ設立の意欲を表して選ばれました。最後に平本

ワイズには我がクラブのチャプレンとして引き続

き選ばれました。 

 

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

町田 YMCA活動委員会報告 

～町田市民クリスマス報告会～ 
============================================ 

日時:1月 14日(金)18:30～20:30 場所:ZOOM 

《出席者》【メンバー5名】ZOOM>今村、権

藤、加藤、富樫、松香 

 12月 11日開催の町田 YMCA市民クリスマス

は３クラブ合同例会を兼ねた大掛かりなプログラ

ムでした。その会計収支報告があって、残金につ

いての取り扱いについて、３クラブに均等に返金

するかを協議されました。その結果、クラブ代表

からメールで決済する方法に決まりました。 

 

町田 YMCAおよび３クラブ合同クリスマス会

には多くの参加ありがとうございました。 

会場では 26名あり、ＺＯＯＭでは５名、ビジタ

ーは 7名でした。町田コスモス：今村、松香、加

藤、富樫、田畑、権藤；田畑望/子：古市／多摩

みなみ：伊藤、田中、綿引、藤田・藤田、伊藤/

子；深尾／町田スマイリング：竹野、竹尾、竹野

裕之；会費を頂いた方は太田、為我井、尾張、城

田／厚木：小松／町田ＹＭＣＡ：小林、秋永、

南、高崎かおり／原町田教会：宮島牧師、桑原良

子、桑原一、桑原崇（敬称略） 

※ 

後日、返信の結果、返金に決まり、1/25に返金さ

れました。関係者皆様の見事なご協力のお蔭で無

事に締めることが出来ました。 

なお、第１部礼拝献金は￥15,156円でした。東

京 YMCA国際協力募金として送金いたしまし

た。 

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

ワイズ活動・交流 

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

 

 11月 11日(木)18:30～東京 YWCA会館におい

て YMCA・YWCA合同祈祷礼拝がありました。

松香、権藤が参加いたしました。 

 また、新潟 YWCA横山由美子会長に日本

YWCA尾崎裕美子常務理事の仲介を頂き情報交換

することができました。 

 

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

在京ワイズクラブ新年会報告 

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

 

日時:1月 08日(土)13:00～15:00 場所:ZOOM/東陽

町センター《出席者》

【メンバー2名】対面

>権藤、ZOOM>加藤 

 1月 8日土曜 13時

に在京新年会が開かれ

ました。東陽町の会場に出席した権藤ワイズによ

る新潟クラブ設立の情熱と DXに燃えるクラブ構

築を伝えるプレゼンをいたしました。同時中継さ

れた ZOOMでは今村会長と加藤ワイズの参加が

ありました。 

 

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

東新部短信 

東新部部長 松香光夫 

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

 新年おめでとうございます。 

2022年は世界のワイズメンズクラ

ブの創設 100年の記念の年に当たり

ます。会員の高齢化と会員数の減少

を補って活性化するために世界中の

クラブが活動しているところです。

この動きを受けて日本でも Change! 2022推進委

員会が置かれ、毎月特別なニュースが届けられて

いることはご承知のことと思います。 

 

 我がコスモスクラブにあっても、部長主題に伴

う「東新部のエクステンションと、SDGs」とい

うスローガンを設けて仲間を増やしたいので、ご

協力をお願いします。幸いにしてこれまでに今年

度２名の入会者を迎えて、喜んでいますし、さら

に新しいクラブの設立に動きたいとしているとこ

ろです。 



 私たちの日頃の活動が私たちの地域の活動に結

びつき、ひいては地球のためになるものとなれ

ば、最近、よく謳われる SDGs を目指すものとも

なるでしょう。心を合わせ、力を合わせて進みた

いものと思います。 

東新部では『何が問題か、どうすれば良いか、道

は一つではない』をスローガンに東新部のエクス

テンションと SDGsを目指しています。その展開

に ZOOM活用は非常に役立っています。もっと

活用して、コミュニケーションに変革をもたらし

ましょう。 

 そのコミュニケーションには facebookの活用

や LINE、Chatworkなどの最適なシステムをどん

どん取り入れましょう。そういう中でステークホ

ルダーの構築にチャレンジしてみませんか。新ク

ラブ立ち上げにはとても有効なものだと思ってお

ります。それが CS支援プログラムにも発展する

こともあるでしょう。 

 こういった SNSを使えるグローバルな人的資

源を卓話に迎えましょう。例えば講師やリーダ

ー、実業青年組織/学 Yなどがあります。コミュ

ニティの連携や連結にはこういう方々のエネルギー

がクラブを活性化させることでしょう。 

 

① Y’s Leadership〔知力〕を発揮しましょ

う。 

② 〔時・判断力〕☜ ワイズは法人化していま

すので、認識をしっかり持ちましょう。 

③ 〔機能開発力〕、☜区 QR名刺を活用できて

いますか。 

④ 〔機動力〕は、即返・即動(三快)・支援力で

発揮されます。 

⑤ 〔育成力〕＝地域の青年連携・海外派遣交

流・次世代奨励が有効です。 

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

EMCセミナーに参加しよう 

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

日時：2月 12日土曜 13:30～15:30ハイブリッド

形式(東陽町センター＆Zoom) 

 

発題者には伊藤幾夫 LT委員長、深尾香子次期

部長、城井廣邦(東京むかで、次々期部長)の 3名

を迎えて行います。「Change ! 2022 ラストスパ

ート！」区全体の会員 1,246 名を目指しましょ

う。 

 

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

YMCAニュース  

 

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

◆東京町田 YMCA「わくわく！科学実験教室」 

＊1月 15日(土)に実験が再開されました。「地球

のかけら」をテーマに参加児童は 3名、スタッフ

6名(含大学生 1名)でした。 

＊2月 5日(土)予習会は ZOOMで開催。 

2月 19日(土)「希望の凧」は 開催中止。(町

田わくわく！サイエンス・ホームページに掲載） 

◆2月 23日(水祝) 全国 YMCA「ピンク・シャ

ツ・デー(ピンクを身に着けいじめ反対キャンペ

ーン) 

◆東京 YMCA 3月 13日 13:00 第 23回

「liby」チャリティーコンサート会場・東京 YMCA

山手センター 

\1,000円 （オンライン ZOOM配信もありま

す。） 

 

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

今後の予定 
============================================ 

2月 7日（月）18:30～20:30 ／場所:ZOOM／町

田コスモス(第一例会) 

2月 12日(土)13:30～15:30東新部 EMC セミナー 

3月 12日(土)18:30～20:00  部次期役員準備会 

2月 15日(火) 後期区費、各種献金納期 

2月 19日(土)18:30～20:30 ／場所:ZOOM／町田

コスモス(第二例会) 

 

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 （小田急線 玉川学園駅下車） 

【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 

 
例会が Zoomの場合 クリックで参加 または ID・パスワードで参加  
https://us02web.zoom.us/j/5908503983?pwd=SG0zRjhZVFlVQ2V3RVRYdGt6VEladz09 

ミーティング ID: 590 850 3983   パスコード: cosmos 

 

https://us02web.zoom.us/j/5908503983?pwd=SG0zRjhZVFlVQ2V3RVRYdGt6VEladz09

