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【今月のことば】 

 

「私は、平和をあなたがたに残し、私

の平和を与える。･･･。心を騒がせる

な。おびえるな。『私は去っていく

が、また、あなたがたの所に戻って来

る』と言ったのを、あなたがたは聞い

た。私を愛しているなら、私が父のも

とに行くのを喜んでくれるはずだ。父

は私よりも偉大な方だからである。」 

 

 

  ～ヨハネ 14 章 27-28 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 

 

 

東新部部長 松香光夫 

 

 

東日本区理事 大久保知宏(宇都

宮) 

アジア太平洋地域会長 

 大野 勉(神戸ポート) 

国際会長 キム・サンチェ(韓国) 

「 心新たに CHANGE！2022 」 

・・・誰ひとり取り残さない。健やかに・・・ 

 

「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」 

 

「私たちは 次の世代のために 何ができるか？」 

「100 年を越えて変革しよう」 

「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】    CS (地域奉仕活動)、ワイズメネット （Ｙ‘s Menettes:；男性会員のパートナー及メネット会会員の活動） 

２０２２年３月 第一例会 
 

日時：2022 年 3 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  

卓話 

「グー・パー・チョキ発想 

で元気に！」 

YMCA、ニュース、アピール  

 

今月ハッピーバースディ 

閉会点鐘 

担当主事  古市 健 

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 

片岡敏光さん 

（元まちだクラブメンバー） 

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 
ようやく春らしい暖かな陽
気を感じられるようになり
ました。一方、ロシアのウ
クライナ侵攻という大変残
念な事態が進行していま
す。 
私たちワイズメンは武力

を用いて侵攻することを認
めず、平和な手段での解決を求めます。また、
一人ひとりが平和のために祈り、平和有を求め
る声を上げるなど出来ることを始めましょう。
また、我が国では首都圏を中心にまん延防止の
措置が延長されます。新型コロナとの戦いはま
だ続きますが、一堂に会すことなくとも心ひと
つに、希望をもって歩みを進めましょう。 

３月 Happy Birthday：27 日 松香光夫 

２
月
デ
ー
タ 

在籍 ９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 

６名 
０名 
66％ 
0 名 
3 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） 



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

卓話者 紹介 片岡 敏光さん 

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

プロフィール 

1946年 3月仙台市生ま

れ石巻育ち。1967年ア

ンリツ入社。黄色公衆

電話機の開発を担当

後、テレカの穴 1個シ

ンプルアイデアの特許

獲得など知財業務を担

当。2003年定年扱い退

職。2007年（株）パッ

トブレーン設立。東京都医学総合研究所知財業務

受託等を経て「No.1知財創造」を旗印に、個人、

中小企業を対象に知財創造支援を行い今日に到

る。1995～96年東京まちだワイズメンズクラブ会

長。 

東京まちだワイズ時代、腸閉塞で入院、退会頃に

ついて、簡単にお話した後、町田市共催、町田新

産業創造センターほか主催で、2017年から開催し

ているまちだ未来ビジネスアイデアコンテスト

2017～2021と５回開催しているコンテストの審査

員、アイデア創出オリエンテーションの講師を行

ったことを踏まえ、グーパーチョキ発想について

お話させていただきます。 

 

・～・～～・～・～～・～・～・～ 

『グーパーチョキ発想から始める』 

知財創造教育の提案 片岡 敏光 

 

筆者は 40 年以上、技術者、研究者を相手に、特

許、意匠、商標等の知財権を獲得できるアイデア

を創出するにはどうすればよいか。BS 法、チェ

ックリスト法、TRIZ などの創造技法を用いなが

ら知財創造教育に携わってきた。その一方で、ボ

ランティア活動として、地域社会でも一般人、学

生相手にアイデア創出について教えてきた。初め

てアイデアの出し方を学ぶ人の多くは、各種創造

技法と知財権獲得に繋がるアイデア創出との関係

を理解できずにいる。地域活性化支援として 

2017 年から携わった「まちだ未来ビジネスアイ

デアコンテスト」のアイデア創出オリエンテーシ

ョンで用いた「グーパーチョキ発想」、「シンプ

ル特許事例」などが意外に好評だったので報告す

る。 

 

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

ウクライナの緊急情勢 

松香部長 

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

わたしはクライナの緊急情勢に対するワイズメン

国際の声明を知り、攻撃即時停止と平和回復維持

を求め、YMCA同盟と共に、世界のワイズメンは祈

り、支援していくことを東新部常任役員会通して

緊急提言いたしました。直後に、世界 YMCA同

盟、並びにワイズメン国際会長声明と緊急支援金

の送金した旨の情報を受けました。 

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

「今村るか」 町田市議会議員当選のご挨拶 

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

  この度、2月 20日町田市市議会議員選挙にお

いて深夜におかげさまで当選が確定いたしまし

た。 

私に 4990名の投票があり、このたび投票所に足

をお運びくださいました皆様に心から感謝しお礼

を申し上げます。 

早速、３月９日から３月の議会が始まります。市

民の声を市政に活かすために取り組みを進めま

す。お困り事などがありましたら、どうぞご相談

ください。     町田市会議員 今村るか 

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

2月第一例会報告 

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

日時:02月 07 日(月)18:30～20:30 場所:ZOOM 

《出席者》【メンバー6名】ZOOM>今村、松香、谷

治、権藤、加藤、富樫、 

オミクロン株の感染拡大の影響で 2月第一例会は

引き続きオンライン例会となりました。 

例会でのトピックスはなんといっても例会中に町

田市会議員選挙中である今村会長が入ってくださ

ったことです。 

 

例会は権藤、松香、富樫、加藤の 4人で始めてお

りましたが、その場で今村会長に電話をしたとこ

ろ選挙中なところ幸いにも繋がり。部分参加とな

り、当選を皆が願っていることを伝えました。 



 これで例会のムードが一気に盛り上がり、自由

献金の金額を決める話し合いもこの ZOOMの画面

共有の機能を使って行いました。 

 

一つのエクセルをみんなで見ながらの金額設定が

出来ました。谷治ワイズも少し遅れて参加、限ら

れた会計資源から一同で献金額を決めることがで

きました。 

 その後、ZOOM録画にあった在京ワイズ新年会の

録画映像をみたり、多摩みなみ主管による２月 3

クラブ合同例会の様子など振り返り楽しみまし

た。この ZOOM録画、オンラインというのは本当

にクラブ活動の士気をあげるツールになっている

ことをみんなで実感した次第でした。 

また次期クラブ３役（会長 谷治、副会長 加

藤、書記 権藤、会計 富樫）のほかに事業担当

の複数体制にすることになり、第一例会で３役を

定め部と区に提出。第２例会(２月１９日開催)で

事業担当者を確認しました： 

ブリテン（権藤、加藤、富樫）、DBC（谷治、加

藤）、IBC（田畑、松香）、国際支援：田畑、松

香、CS（今村、谷治）、会員増強：松香、権藤、

今村、ユース（権藤、谷治）、LT（権藤）ＹＭＣ

Ａサービス（権藤、加藤）以上    （加藤） 

 

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

2月第ニ例会報告 

～ 部長公式訪問日 ～ 

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

日時:02月 19日(土)18:30～20:30 場所:ZOOM 

《出席者》【メンバー5名】松香、谷治、富樫、

加藤、権藤、 

【ビジター】城井廣邦(むかで)、佐藤茂美(東 

京)、太田勝人(町田スマイリング） 

この第２例会は松香部長公式クラブ訪問日での随

行部役員として、太田部エクステンション委員長

城井 CS事業主査・次々期部長、佐藤部監事、お

よび権藤部書記４名を迎えて開催されました。感 

 

謝です。松香部長から部７クラブ訪問の所感や各

役員からの報告・感想が述べられ、長期化したコ

ロナ禍の中各クラブの困難から新しい活力への努

力がなされていること、意欲と資源を合わせて後

半と次期の活力増強に向かっていることを共有し

ました。話題は自然と太田委員長の新クラブ設立

に向かいました。目標に掲げて、意識をもって新

潟・新宿に繋がっていこうと意気込みが語られま

した。中でも権藤部書記からは、片岡元「東京ま

ちだ」ワイズメンから、ご長男が新潟の教会の伝

道師、そのご夫人がその教会の牧師であることに

繋がった驚きの話となりました。片岡敏光さんご

当人は、今月、3月 7日の町田コスモス例会にオ

ンラインで卓話を頂くことになったと報告があり

ました。城井主査からは東新部の次次期への構想

も今から取り掛かりたいとの熱い語りもあり、佐

藤監事から感謝と激励を頂き閉会しました。 

(権藤) 

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

東新部だより 

部長 松香光夫 

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

 

東新部の会員数は後期でマイナス 3 名

になりました。会員数 81 名でスター

トいたします。 

部長としての掲げる目標として新潟と

新宿に新クラブを半年から一年の間に作るといた

します。ここでＥＭＣを一気に盛り上げましょ

う。 2 月 12 日（土）13 時 30 分、東新部 EMC 

セミナー （オンラインのみ）を開催しました。

テーマは『Change! 2022 ラストスパート！』で

した。 

また半年報をまとめ、部内 7クラブの部長公式訪

問を 1クラブの延期、ホームクラブを残しており

ます。深尾次期部長のもと次期の役員・クラブ会

長体制も定まり始動しております。今期後半も引



き続き、部内７クラブの充実と部活動のこの目標

展開を次期に共有させて頂きたいと存じます。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

新しい決意（私のやってみたいこと） 

(IBC担当) 田畑智子 

¬＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

今ほど対話が意識される時はありません。平和

は、立派な大統領が号令をかけて作る場合もある

かもしれませんが、まずは私たちの周りから、平

和の礎を積み上げていきたいものです。コスモス

クラブでは 2つのマレーシアのクラブと交流を重

ねています。そこで、平和に向けて、それぞれの

ワイズメンズクラブに関わる子どもたちと、楽し

く英語で交流するイベントなどを企画してみたい

です。文化や宗教、価値観による違いはさてお

き、人間としてのユニバーサルな部分を、よりよ

く理解するのは、子どもたちの方かも知れませ

ん。大人も生涯学習者として、彼らから学んでい

きたいです。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

≫ 寄 稿 ≪ 

春が来ました！ 

田畑 智子 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

春が来ました！私は、1月吉日に、アジアの子ど

もたちと日本の子どもたちを結ぶ英語教育事業を

立ち上げました。理由は 3つあります。1つ目

は、テストのための英語ではなく、本当に役立つ

英語をアジアに広げたいからです。 

「芝」の出世の石段を登ろうと

する田畑智子 

 

2つ目は、コロナで縮小してし

まった「ユニバーサル」な体験

を新しい形でアジアの子どもた

ちに提供したいからです。3つ

目は、アジアで教育の機会を全く無くしてしまっ

た子どもたちが４億人以上いるとユネスコが発表

していますが、この子どもたちと日本の子どもた

ちを繋いで「『学ぶ』って何だろう？」をみんな

で考えていきたいからです。しかし、不安定で不

確実で予測不能な現代での起業なので、まさに、

この出世の石段を馬で登るような気持ちです。で

も、「私には仲間がいる！」滑りそうな坂道を登

る時に必要なのは、登る覚悟と仲間を信じる気持

ちだと思います。私は、ワイズメンの仲間に入れ

て、とても心強く思う春を迎えています。 

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

YMCA ニュース 

          担当主事古市健 

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

いつも YMCA へのご協力に感謝いたします。 

♥【国際】ウクライナ緊急支援募金開始（ウクラ

イナ情勢と YMCA関連） 

From: Yokoyama Yuria 

<yokoyama.yuria@japanymca.org> 

Date: 2022年 3月 2日(水) 16:54 

Subject: 【総主事・総務担当: 1133】 【国際】

ウクライナ緊急支援募金開始（ウクライナ情勢と

YMCA関連） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

総主事・総務担当者の皆様 

国際事業担当者の皆様 

 

主の御名を賛美いたします。日本 YMCA同盟の横

山由利亜です。 

2/25付にて発信いたしましたウクライナ情勢に対

して、多くの皆様に関心と祈りを寄せて頂きまし

たこと感謝申し上げます。 

（１）ウクライナ緊急支援募金開始 

 世界の呼びかけに応えて昨晩、世界 YMCA同盟

を通して、ウクライナ緊急支援募金を開始するこ

とが発信されました。 

紛争下において地域への働きを続けているウクラ

イナ YMCAと、避難民受け入れを行う隣国 YMCA 

の情報を、ヨーロッパ YMCA同盟と世界 YMCA同盟

が集約して方針を定め、緊急募金もそのために 

用いられます。日本から国際協力資金より 1万ユ

ーロ（130万円）を緊急送金をプレッジしまし

た。 

下記のサイトに募金開始のためのメッセージ文、

募金使途、方法等をまとめております。 

募金チラシ原案等ございますので、ご活用くださ

い。 

https://sites.google.com/japanymca.org/disaster/%E3%82%A6%E3%82%AF%

E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%8A 

（２）日本 YMCA同盟メッセージ発信 

「軍事侵攻に反対し、平和を求める人々と連帯し

ます」（日本 YMCA同盟総主事田口努）を発信い

たします。同じく上記サイトに掲載しておりま

す。必要に応じて、各 YMCAからの発信等の参考

に用いてください。 

https://sites.google.com/japanymca.org/disaster/%E3%82%A6%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%8A
https://sites.google.com/japanymca.org/disaster/%E3%82%A6%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%8A


（３）動画共有 現地の支援活動、ウクライナ

YMCA について共有いたします。 

募金活動のための情報共有等でご活用頂けました

ら幸いです。 

◆ウクライナ YMCA ビクター シアルボルフ総主事

からのメッセージ（日本語字幕付き） 

https://www.youtube.com/watch?v=3fsms0mNoU4&list=PLQCvUJ5DPB4FX6gpb

ewjFn3_roiPXS5ds&index=1&t=26s 

◆ウクライナ YMCAボランティア Martaさんメッ

セージ（日本語字幕付き） 

https://www.youtube.com/watch?v=U9juwAlkulk&list=PLQCvUJ5DPB4FX6gpb

ewjFn3_roiPXS5ds&index=2 

◆ルーマニア YMCAとモルドバ YMCAの支援活動 

https://www.youtube.com/watch?v=3qcm31p_c0Q&

list=PLQCvUJ5DPB4FX6gpbewjFn3_roiPXS5ds&inde

x=3 

（４）東京 YMCAからの情報ご提供 

ウクライナ YMCAと 2002年より交流が続いている

東京 YMCAに、ウクライナ YMCA総主事から現状に

関するメールが届きました。その後、総主事は危

険回避のためにキエフを強制的に去られています

がヨーロッパ同盟等と密にコミュニケーションを

続けられています。 

東京 YMCAにご協力いただき、全国の YMCAの皆様

にも共有させていただきます。 

 

紛争の中にあっても市民のための働きを続けてい

るウクライナ YMCAのことを覚え、そして 1日も

早く平和が訪れることを、どうぞ皆様のお祈りに

加えていただければ幸いです。 

 

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

ウクライナ YMCA の状況について（2022 年 2 月 26 日） 

（ウクライナ YMCA  Victor 総主事から東京 YMCA に届いたメ

ールより） 

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

キエフは現在非常に緊迫しており、予断を許さな

い状況です。市長はキエフのための戦いが始まっ

たと発表しました。 

私はダウンタウンの行政区に住んでおり、時折、

遠くから銃声や打撃音が聞こえます。ロシア軍は

キエフを包囲し、そこに入ろうとしています。数

時間前には破壊活動グループがウクライナ軍のト

ラックを捕らえ、キエフのオビロンジ地区（ダウ

ンタウンから 15km）で、数台の一般車両を攻撃

し、市内にパニックを起こそうとしました。ウク

ライナ軍はそれを破りました。 

 

キエフの別の地区では無人機が空軍の防衛手段に

よって撃墜され、その残骸から多層ビルが火事に

なりました...キエフはどんどん危険になってい

ます…しかし慌てることはありません。多くの市

民が車や他の交通手段でキエフを離れましたが、

人々は冷静さを保とうと最善を尽くしています。 

幸いなことにテレビやインターネットはほぼ通常

通り見ることができるので、キエフや国内の状況

について情報を得ることができています。 

 

この戦いのために、軍隊の経験を積んだボランテ

ィアに 1万丁以上の機関銃が与えられ、キエフ防

衛のために軍隊を助けています。国防省の報告に

よると、我が軍は 2日間で戦車 80両、航空機 10

機、ヘリコプター7機を破壊し、1000人以上のロ

シア人を逮捕し、そのうちの数十人を牢屋に入れ

ました。 

ウクライナ YMCA同盟の事務所はこの 2日間、ロ

ーカル YMCAの状況把握と、この紛争で苦しむ市

民を支援するためのニーズについて情報を集める

ために遠隔で活動しています。ウクライナ全土の

戦争は今、活発な段階に入り、非常に急速に変化

しています。週明けにはさらに情報を得ることが

できると思います。 

今日、世界 YMCA同盟のカルロス サンヴィー総主

事とヨーロッパ YMCA同盟のファン イグレシアス

総主事から電話があり、ウクライナ YMCAによる

被災者支援のための募金活動を開始したと聞きま

した。今後も状況をお伝えしていきます。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

＊第 23 回 liby チャリティーコンサート予定 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝不

登校など生きづらさを抱える青少年の居場所「オ

ープンスペース liby（リビー）」を支援するチ

ャリ ティーコンサートです。ぜひ参加くださ

い。 

【日時】3 月 13 日(日)13:30～ 

【チケット】1,000 円 

【会場】山手センター （オンライン参加可） 

【出演】越智光輝さんとゆかいな仲間たち／ 

三商事コーラス同好会 

＊第 31 回チャリティーゴルフ大会（チラシあ

り）がございます。 

障がいのある子どもたちなどを支援するためのゴ

ルフ大会です。プレーを楽しみ、社会貢献ができ

る内容です。ぜひご参加ください。 

https://www.youtube.com/watch?v=3fsms0mNoU4&list=PLQCvUJ5DPB4FX6gpbewjFn3_roiPXS5ds&index=1&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=3fsms0mNoU4&list=PLQCvUJ5DPB4FX6gpbewjFn3_roiPXS5ds&index=1&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=U9juwAlkulk&list=PLQCvUJ5DPB4FX6gpbewjFn3_roiPXS5ds&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=U9juwAlkulk&list=PLQCvUJ5DPB4FX6gpbewjFn3_roiPXS5ds&index=2


【日時】4 月 14 日（木） 

【参加費】18,000 円 

【会 場】PGM 総成ゴルフクラブ（千葉県成田市） 

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

東京町田 YMCA 2月活動委員会報告 

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

日時:02月 18日(金)18:30～20:30 場所:ZOOM 

《出席者》【メンバー5名】ZOOM>谷治、権藤、加

藤、富樫、松香 

 

＊２月町田 YMCAの活動は、集合する活動は中止

が継続されています。ZOOMオンラインで「わくわ

く！サイエンスの予習準備会」は維持し何時でも

開催再開に備えています。 

＊３月 19日の開催は 3月 5日(土)に最終判断す

る。 

 次年度前半期、町田ボランティアセンターの 

団体登録、会場申込を行う。 

＊昨年の合同市民クリスマスの会計は残金を 3ク

ラブ均等に返金したことを会計係から報告を受け

て、同会計を閉めることができました。 

関係者の皆様にお礼を申し上げます。 

＊４月新年度からの活動計画は、未曽有の新型コ

ロナ禍を突破する奉仕の新展開のベクトルと SDG

ｓに沿った実動モデルを、地域との活動関係性と

の繫がりの中で、若い世代を視野に入れて 

活動体の体力増強・成長に取り組むように戦略的

企画に取り掛る予定です。  (権藤) 

 

 

 

 

 

 

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

    ≫ 会 員 近 況 ≪ 

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

平本チャプレン！ いつも聖句の励ましを頂き、

有難うございます。第３回目ワクチン接種も完了

とのこと、お元気で、メンバーはいつかお会いで

きることを楽しみにしております。ぜひ、お便り

をお待ちしております。（書記・権藤） 

 

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

今後の予定 

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

03月 05日(土)10:00～16:00 ／場所:ZOOM 

次期会長・部役員研修会 

 

次期研修会は、これまでにない社会変動の中に 

新しい光を見出し、新しい生き方の秩序と行動へ

の研修となります。ロースターと配布資料を読み

込んでおくことをお勧めします。（書記・権藤） 

 

 

03月 07日(月)18:30～20:30 第一例会 

03月 11日(金)18:30～20:30 町田活動委員会 

03月 12日(土)18:30～20:30  

次期部役員準備会その２ 

03月 13日(日) リビーチャリティコンサート 

03月 19日(土)第２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

