
【６月の強調テーマ】 IBC、YMCA・評価、次年度計画 
 

6月3クラブ合同例会（ハイブリッド） 

町田スマイリング・多摩みなみ・町田コスモス（ホスト） 

 日時：６月６日(月) 18:30～20:30  

会場：玉川学園前コミュニティセンターhttps://us02web.zoom.

us/j/5908503983?pwd=SG0zRjhZVFlVQ2V3RVRYdGt6VEladz09 

ミーティングID: 590 850 3983／パスコード: cosmos 

司会 権藤徳彦 

開会点鐘 
ワイズソング 
ワイズモットー・ワイズ信条 
今月のことば 
ゲスト／ビジター紹介 
会長挨拶  
     
 
卓話「グローバルカフェの挑
戦: 国際的視野獲得と世代間
交流促進を目指して 
 
YMCAほか、諸アピール  
今月ハッピーバースディ 
YMCAの歌 
閉会点鐘 
           

会長 今村路加 
一 同 
一 同 
平本善一 
司会 
会長 今村 路加 
会長 伊藤 幾夫 
会長 為我井輝忠 
紹介者：田畑智子 
ゲストスピーカー 
ディネス・ジョシさん 
長瀬優衣さん、原彩夏さん 
担当主事・部長・会長ほか 
紹介奴ドライバー富樫紀代美 
一 同 
会長 今村路加会 

 

 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 
 

今月の三クラブ合同例会

は我がコスモスクラブがホ

ストです。松香東新部会長

のスローガンとも関わる興

味深い卓話となりそうで

す。 

来月は谷治新会長のもとで新たなスタートで

す。1年間のご協力に感謝し、次年度も共に活動

が広がるように楽しみながら取り組みを進めま

しょう！！ 

６月 Happy Birthday：12日権藤徳彦(町田コスモス)  
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月
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メン 
メーキャップ  
出席率  
メネット 
ゲスト／ビジター 

８名 
０名 
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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） 
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 東京町田コスモスワイズメンズクラブ 

 
“TO ACKNOWLEDGE the DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT.” 

「強い義務感を持とう 義務はすべての権利に伴う。」 

   THE COSMOS          Chartered in May 1996          
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【今月のことば】 

 「あなたがくださった栄光を、わたし

は彼らに与えました。わたしたちが一つ

であるように、彼らも一つになるためで

す。…こうして、あなたがわたしをお遣

わしになったこと、また、わたしを愛し

ておられたように、彼らをも愛しておら

れたことを世が知るようになります」 

(ヨハネによる福音書17章2３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 

 

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 

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


 

評価の時を迎えて、 

会長 今村路加 

  

東新部の部長を松香前会長、書記を権藤ワイズ 

が奉仕して下さりクラブとしても嬉しい1年でし

た。また今年度は2名（加藤・田端）の新たなワ

イズが加わって下さったことは大きな喜びでし

た。 

 新メンバーのサポートも早速もらいながら、例

会とこれまでの活動をコロナ禍での対策を行い活

動するもの、中止するものを判断しました。 

 例会では２か月に一度多摩みなみクラブ、東京

スマイリングクラブとの合同例会を持つことが出

来、ワイズメン同士のつながりも深めることが出

来ました。 

「町田わくわく！科学実験教室」、「ベテランテ

ィア」、「歌声ひろば」などは開催が厳しい状況

でしたが、クリスマス会は先の合同例会を行って

いるクラブにもご協力いただきハイブリットで開

催することが出来、ワイズメンだけではなくYMCA

や各クラブに繋がる方々のご参加も頂きました。 

 コロナ禍でもZOOMなどを使いクラブ内の交流と

クラブの活動を行うことが出来たことに感謝し、

次年度も歩みを進めてまいります。  

 

６月ゲストスピーカー紹介 

紹介者 田畑さとこ 

  
いつもありがとうございます。 
Thank you for inviting our team. 
今回、発表の機会を頂き誠にありがとうございま
す。 
 

激動する世界に対し
て、ソーシャルビジネス
を創造する、という新し
い課題解決方法について
紹介致します。／★社会
が目まぐるしく変わる時
代に必要なことは何か？
／★SDGsの次にくると言
われているWell-being と
は何か？／★私たちの価
値観はどこにあるのか？
／★私たちはどう未来の
社会を共創できるのか？

／★「グローバルカフェ」の紹介：カフェの目標
と過去２回の実践について私たちのプレゼンター
を紹介します。 

 「ディネス・ジョシ Dinesh Joshi」  
One Young World  
2015年 ネパール代表 
NPO YouMeNepal 共同代表 
合同会社 D&S EdNet COO 
 
 国連大学大学院で国際環境保護につ

いて学び、現在は、「子どもの権利」特に教育の
権利について東京大学大学院で研究しています。
アジアと日本をつなぐソーシャルビジネスを起こ
しています。Changemaker、Educator、  

     
「長瀬優衣 Yui Nagase」  
武蔵野大学、専攻は心理学。学生の傍
ら、スタートアップの中心メンバーと
してホームページ作成、顧客データ管
理、グローバルカフェプログラム 企

画運営、Global Cafe program creater そのほか
営業企画もやっています。コミュニティの中で
各々がどう当事者意識を持てるのかに興味があり
ます。 
  
原 彩夏 Ayaka Hara  
中央大学。専攻は法学。シンガポール育ち。高校
時代に米国留学を経験しています。グローバルカ
フェではAyaka's cornerを受け持っています。 
  

どうぞよろしくお願い申し上げます。 
田畑さとこ 
 D&S EdNet LLC 代表 
Parks Global School   Founder/Tea
cher 
    

 

５月第一例会報告 

 

5月2日月曜日18時30分～20時30分 

《出席者》【メンバー6名、ビジター1名】 

ZOOM>今村、権藤、田畑、谷治、加藤、富樫、松

香 ビジター：為我井ワイズ（町田スマイリング） 

 初夏を感じさせる連休中の5月2日に嬉しいこと

に為我井ワイズのビジター参加があり、松香ワイ

ズの落ち着いた声の司会で例会は非常に充実感の

ある例会になった。 

 その中で次期役員の抱負について語り合うこと

ができました。 

次期会長の谷治ワイズは合同例会を来期も継続

して続けていきましょうと為我井ワイズと語り合

いました。 

 



次期副会長田畑ワイズは、同じ副

会長と一緒に頑張っていきたいと

答えるほか、IBCにも積極的に協

力したいと想いを語った。 

 

また、次期副会長加藤ワイズは、

谷治ワイズのカバン持ちをしつ

つ、ブリテンや会計もしっかりサ

ポートしたいとのこと。 

 

権藤ワイズからは我々の周りにあるいろんな繋が

り、人、機能などがあって、自分

がどうなりたいかで繋がっていけ

る。コスモスの名前は混沌したと

ころからの誕生だという意味もあ

ると熱弁された。 

富樫ワイズは。今のこの環境はご

縁だと感じて、感謝して、辛いこ

とも楽しんでやっていける場がこ

こにはあると語った。 

ビジター為我井ワイズからは、会

報の作り方が大変参考なったとい

う一言頂き、今後の活動の支え合

う関係づくりに一石を投じた。 

 

次期CS事業主査の今村ワイズから

は、町田コスモスがＹ活動だけで

も多く持つように部の中でも共有

して、価値を認め合う関係づくり

が第一歩だと抱負を語った。 

 

司会を務めた松香ワイズからは

多様な能力を持った人材がここ

にあるので、さまざまなところ

に繋がれるのが楽しみだと語っ

た。 

６月の合同例会は、いよいよリアルとオンライン

例会のハイブリッド例会になる。楽しい例会とな

るように祈った。 

 

東日本区ニュース 

 

 

第4回東日本区役員会において東新部年次活動報
告があり、東新部部長 松香光夫 （東京町田コス
モス）は以下のような報告をされました。 

1． 部長主題、スローガン 

７つのクラブがそれぞれの個性と伝統に従って活
動をしているところから、クラブの自主性を重んじ
「何が問題か、どうしたら良いか、道は一つではな
い」という主題を掲げた。同時に新クラブの設立を
意識して「東新部のエクステンションとSDGs」をス
ローガンとした。 

2． クラブ例会と会員の動向 
コロナ禍にあって、対面の例会は限られ、日常の

活動にも困難が生じたため、休会、退会者も見られ
たが、その中で新規入会者の獲得もあった。オンラ
インの例会が工夫され、数クラブの合同例会や、他
部とのDBCやIBCを通じたクラブ間交流が図られる例
も見られた。例会の開催自体が困難であったセンテ
ニアルクラブもランチミーティングの開催に漕ぎ着
けることができた。 

CS活動として、むかでクラブによる東新部ニュー
スの発行、多摩みなみクラブの「プランター講座」
の実施は特筆に値する。 

3． 部大会 
町田スマイリングクラブをホストとして９月１１

日に部大会を開いた。コロナ禍中のオンライン集会
であったため、それを乗り切る準備、リハーサル、
協力など、その後のクラブ運営にも通ずる技術獲得
の機会となった。大会は７０余名の参加者を得た。 

4． 役員会とエクステンション 
評議会は、７月２４日、１１月２０日、(2022年)

４月２３日に開催した。エクステンションとして新
潟地域および都内新宿周辺に新クラブを設 

立すべく、下準備に着手した。1 部長主題、スロ
ーガン部長主題：「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」２ クラブ例会 

コロナ禍による：休会者、退会者・その中での新
規入会者オンライン例会：合同例会や、他部とのDB
CやIBCを通じたクラブ間交流センテニアルクラブの
場合CS活動の例：東新部ニュースの発行 （むかで
クラブ）「プランター講座」（多摩みなみクラブ）
３ 部大会町田スマイリングクラブをホストとして
９月１１日に開催オンライン集会であったため、そ
の後のクラブ運営にも通ずる技術獲得の機会 

４。役員会とエクステンション 
3回の評議会エクステンション： 新クラブを設

立すべく、下準備に着手新潟地域： YWCA+敬和学
園＋東新部有志、都内新宿周辺：西早稲田教会＋有
志東日本区のニュースに東新部部長松香ワイズ東新
部年次活動報告がよりありました。 

 

５月第二例会報告 

 

5月21日土曜日18時30分～20時30分 

《出席者》【メンバー５名】 

ZOOM>今村、権藤、谷治、加藤、富樫、松香 

 

 来期クラブ名簿の提出時期が近づいていたが、

名簿のロースター原稿をその場で確認し合って、

原稿作成ができました。 

 途中から谷治ワイズが出られ、来期の体制につ

いて確認することができました。 



 

ウクライナ緊急支援 

権藤徳彦 

 

「生きる命」の破壊が止まりません。砲火を止

め、武器を置くことが出来ない困難の中に今いま

す。「愛」が示される「義」に"奉仕"を続けるこ

とは止ることがありません。区のHP５月号には支

援募金の成果関係ニュースがございます。 

 町田コスモスはクラブで支援募金を東京YMCAに

いたしました。 

ウクライナ緊急支援募金のお願い 

http://tokyo.ymca.or.jp/news/2022/03/20220301.html 

 

町田YMCA；町田わくわく!サイエンス 

権藤徳彦 

 

 ５月２１日(土)に「カリンバ指ピアノ」という

テーマで開催しました。児童４名とボランティア

スタッフ６名がリアルで参加。久しぶりのリアル

に笑顔が溢れる日になりました。次回は６月18日

(土)は「深海ダイバー」になります。参加者10名

を募集中です。 

 

第25回東日本区大会に全員参加 

6/4～6/5 ZOOM 
 

 

町田コスモスのメンバー全員が参加予定です。 

みなさん、オンラインで会いましょう。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

６月４日   

1300 開会式、祝辞、挨拶、 

   メモリアル・アワー 

1430 東日本区アワー１理事報告、部長報告 

1545 ウクライナ情勢とワイズ・ 

    YMCAができること 

1700 終了 

～～～～～～～～～～ 

６月５日   

0830 聖日礼拝   

0910 YMCAユースリーダーと共に  

945 東日本区アワー２ 

   ２５周年企画、事業報告、表彰 

1120 新旧役員引継ぎ式 

1200 閉会式 

1220 終了 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
下記のアドレスでご参加ください。 

https://us06web.zoom.us/j/87350795778?pwd=

T0RDbDM5amxWV1N2OEE4NlZPeVdwdz09 

ミーティングID: 873 5079 5778 

パスコード: 754857 

申し込み受け付けは行いません。 

 
 

これからの予定（ワイズ・ＹＭＣＡ） 
 
 
6/4(土) 東日本区大会 ZOOM 
6/5(日 )東日本区大会 ZOOM 
6/6(月)町田コスモス第一例会＜ハイブリッド＞ 
  （玉川学園前コミュニティセンター） 
   卓話：田畑智子 & ジョシさんチーム 
6/10(金)町田YMCA活動委員会＜ZOOM＞ 
6/18(土)町田コスモス第二例会＜ハイブリッド＞ 
  （玉川学園前コミュニティセンター） 
10/8(土) 部大会 13:30～17:00 
7/23(土)(土) 第 1 回評議会 13:30～16:00 
11/26第 2 回評議会 13:30～16:00 
翌1/28(土)準備会・研修会 次期部役員準備会 
翌2/4-5(土日)第3回東西日本区交流会（神戸） 
翌2/25(土)EMC セミナー(仮称)13:30～16:00 
翌3/25(土)次期部役員準備会(その2) 
翌4/22(土)第3回評議会＆次期クラブ役員研修会  
翌5/27(土)次期部事業・運営引継会15:00～ 

  

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 
町田コスモス例会がZoomのときは下記をクリックして参加ができます。 
https://us02web.zoom.us/j/5908503983?pwd=SG0zRjhZVFlVQ2V3RVRYdGt6VEladz09 

ミーティングID: 590 850 3983   パスコード: cosmos 
2022年～2023年年度 クラブ役員・活動委員候補 

会長 :谷治 ,副会長 :加藤 ,副会長 :田畑 ,書記:権藤 ,会計 :富樫 ,直前会長 :今村 ,EMC :松香,チャプレン :
平本, 担当主事：古市：ブリテン:権藤･加藤･富樫: DBC：谷治･加藤,IBC：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,YMCAサービス:権藤・加藤 

, 

 

http://tokyo.ymca.or.jp/news/2022/03/20220301.html
https://us02web.zoom.us/j/5908503983?pwd=SG0zRjhZVFlVQ2V3RVRYdGt6VEladz09

