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「平和を実現する人々は 
幸いである、その人たち 
は神の子と呼ばれる。」 
 マタイによる福音書 5：9 

 
 

今月のテーマ今月のテーマ今月のテーマ今月のテーマ    ：：：：    ＣＣＣＣ    ＳＳＳＳ（コミュニテイー・サービス）    
  

８月は「平和を考える月」でもあります。我が国は、戦後 69 年になり戦争の知らない人々が多くなりまし

たが、世界では戦争が未だに続いています。考えさせられる問題ですね。 

ワイズの８月は「ＣＳ強調月」です。去る 8／1(金)2(土)には、私達も「町田ＹＭＣＡ」の旗を掲げて、玉

川学園南商店会の夏祭りに参加しました。ハチミツ、シャロームのパン、震災復興支援活動として陸前高田物

産品等の販売を通して、地域の方々、ボランティアさんとよい関わりがもてました。７月入会された中移さん

の活躍にも心強いものを感じました(3面に詳細）。皆様のお働きに感謝いたします。 
 ８月例会は、コスモスクラブ恒例の“手作り料理”納涼例会として、町田市民フォーラム調理室で行 
います。多数のご出席をお願い致します。お友達もお誘い下さい。（会長：高橋千代子）   
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８月“納涼例会”プログラム 
 
日時：８月 23日(土) 18:00~20:00 
場所：町田市民フォーラム３階調理室 

JR町田駅徒歩 5分(p.4地図参照) 
司会：細野多満喜   受付･会計：河合重  

＊開会点鐘（会長） 
＊聖句朗読（司会） 
＊ワイズソング・ワイズの信条 
＊会長挨拶 
＊ゲスト・ビジター紹介（会長） 
＊手作り料理で会食・懇談 
＊YMCAニュース・委員会アピール  
＊ハッピー・バースデイ 
＊閉会点鐘（会長） 

コスモス流手作り料理で“納涼例会”  
今年の夏も猛暑日が続き、熱中症による被害

や地域によっては豪雨などによる被害が連日の

ように報道されています。これらの気候変動も

地球温暖化の影響が指摘されています。 
私たちワイズメンは、2010年夏の横浜国際大

会で「環境宣言」を採択しました。地球環境を

少しでも回復させる取り組みを訴え、行動を起

こすことを誓いました。今期も環境問題への意

識を持ち、取り組みを考えていきましょう。 
まだ続く暑さを“コスモス流手作り料理”で

元気をつけ、乗り切りましょう！ 
会費：1,000円(飲料食材代) 差し入れ大歓迎! 
集合：17:00（食材買出しなど準備を始めます） 
 

    

８月の８月の８月の８月のHappy BirthdayHappy BirthdayHappy BirthdayHappy Birthday 1日細野昌子さん 19日小野 実さん 20日今村美和子さん 25日今村路加さん 

             

７    例  メン     8名 Ｂ Ｆ ポイント ファンド  

月 在籍13名 会  ﾒｰｷｬｯﾌﾟ   2名 切手     127g (累計  127g) ｵｰｸｼｮﾝ     0円  

デ    出席率    77％ 現金(含書損ﾊｶﾞｷ等換金分) (累計    0円)  

｜ 例会出席15名 出  メネット   0名      8,930円 (累計  8,930円) フォト       0円  

タ  席  ｹﾞｽﾄ･ﾋﾞｼﾞﾀｰ 7名 ｶｰﾄﾞ    0枚(累計     0枚) (累計 0円)  

                                                 ｺｽﾓｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ    0円(累計      0円) 
     

2014～2015 年度 主題 

 

クラブ会長  高橋千代子 「初心に戻って、楽しいクラブライフ」 
 

東新部 部長 太田 勝人(東京世田谷) 「原点を見つめ 充実、飛躍そして楽しもう！」 

東日本区理事 田中 博之(東京) 「誇りと喜びを持って」 

アジア地域会長 岡野 泰和(大阪土佐堀)「未来を始めよう、今すぐに」 

国 際 会 長 Issac Palathinkal(インド)「言葉より行動を」 

 

《クラブ役員》会長 高橋千代子 副会長 権藤徳彦 直前会長 井川重夫   

書記 伊藤幾夫  会計 河合 重 監事 鈴木委也 担当主事 小野 実 

 

 



７月例会報告 
 

  7/26 (土)18:30より、玉川学園にある松香さん

のお宅にて開催しました。司会は伊藤。 

今月からワイズは新年度。高橋千代子会長のキ

ックオフ例会は、東新部部長太田勝人さん(東京世

田谷クラブ)の公式訪問と中移庸介さんの入会式、

また、東日本区理事田中博之さん（東京クラブ）

も“お忍び”出席という充実した内容となりまし

た。部書記の張替滋夫さん(世田谷)、直前部長の

佐藤茂美さん(東京)、部LT委員長櫻井浩行さん（東

京むかで）、世田谷クラブ会長岩崎弘さん、東京

銀座クラブ吉田紘子さんも同行されました。わが

クラブでは権藤徳彦さんが部監事、松香光夫が部

地域奉仕事業主査で、ともに部の役員でもありま

す。 

開会点鐘、聖句朗読、ワイズソング、ワイズの

信条、ビジター紹介のあと、クラブ会長引継ぎ式。

田中理事、太田部長立会いのもと、井川重夫直前

会長さんから高橋会長に会長バッチが手渡され、

参加者からねぎらいと祝福の拍手をいただきまし

た。 

 高橋新会長から「4 回目の会長になりますが、初心

に戻って、楽しいクラブライフをみなさんと共に活動

していきたいと思います。この１年よろしくお願いし

ます」と挨拶がありました。 
 つづいて、中移庸介さんの入会式を行いました。 
紹介者の吉田紘子さんもお祝いに駆けつけてくれまし

た。高橋会長による入会歓迎の式辞、中移さんの宣誓

があり、みなさんの歓迎の拍手で包まれました。 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
入会式(左から)田中理事､中移さん､高橋会長､太田部長 

夕食をいただいたあと、まず田中理事、太田部長か

ら挨拶をいただきました。               
田中理事は「コスモスクラブの地域奉仕活動に 

は敬意を表します。会員をチャーター時のように2

0人台に是非乗せて、さらに活躍してください。」

と激励。太田部長は「サムエル・ウルマンの詩「青

春」にあるように、silver  light希望を失わない

ことが大事。シルバー層とヤング層を仲間に入れ

ていきたい。東新部では７月に３名の新入会があ

ったので、１年では30名入会も夢ではない。」と

希望を語られました。 

部長同行のビジターからも活動方針など伺いました。 

松香さんから玉川学園南商店会夏まつりについ

て説明がありました。高橋会長のキックオフにふ

さわしい充実した例会でした｡(伊藤記) ⇒ 

当面の予定 
８／26(火)町田 YMCA活動委員会及び  
     在京ワイズ新年会準備会 市民ﾌｫｰﾗﾑ 
８／30(土) 東京 YMCA夏まつり 東陽町  
８／31(日)町田合同防災訓練 9:00 芹が谷公園 
９／1(月)2015区大会準備会 19:00 厚木 YMCA 
９／6(土)コスモスクラブ第 2例会 市民ﾌｫｰﾗﾑ 
９／8(月)町田ボラ連協代表者会 1:00市民ﾌｫｰﾗﾑ 
９／13(土)第 94回歌声ひろば＆バザー ｼｬﾛｰﾑの家 
９／19(金)～21(日)ﾕｰｽ･ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･ﾘｰﾀﾞｰｽﾞ･ﾌｫｰﾗﾑ 
９／20(土)第 123回わくわく実験教室 市民ﾌｫｰﾗﾑ 
９／20(土)東京ベイサイドクラブ ﾁｬｰﾀｰﾅｲﾄ 
９／23(火､祝)東京 YMCAチャリティーラン 
９／23(火)町田 YMCA活動委員会及び 
     在京ワイズ新年会準備会 市民ﾌｫｰﾗﾑ 
９／27(土) コスモスクラブ 9月例会 松香宅 

               （伊藤記） 

 

ファンド 
＊未使用切手 福島 正さん(目黒)  1,312 円分 

＊未使用切手 小口多津子さん(八王子)1,148 円分 

＊未使用切手 井川重夫さん     960 円分 

＊未使用ハガキ 吉田紘子さん 100 枚 4,510 円分 

＊切手代   境百合子さん     1,000 円 

＊使用済み切手 井川重夫さん     12ｇ 

＊使用済み切手  伊藤幾夫      115ｇ 

(集計：伊藤) 

   

2014～2015ロースターが届きました 
今年度のワイズ･ロースター(会員名簿)が会員に 1冊ず

つ届いています。個人情報保護の観点から取り扱いに

注意してください。１冊 1,700円です。(伊藤) 
 

会計より 
東日本区費及び東新部費、下記の金額を振り込みまし

たのでご報告します。    （会計：河合） 
（クラブ会費が未納の方はお早めにお願いします） 

＊東日本区費等(前期分)136,800 円(＠11,400 円)  

＊東新部費(1年分) 49,600 円(＠3,600 円) 
 
 
                        
 
⇒ ７月例会出席者(敬称略) 

メン: 高橋､井川､権藤､松香､細野､小野､伊藤 

   中移庸介(新入会) 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ: 東日本区理事 田中博之(東京) 
東新部部長 太田勝人(東京世田谷)  
部書記 張替滋夫(東京世田谷) 
直前部長 佐藤茂美(東京) 

部LT委員長 櫻井浩行(東京むかで) 

東京世田谷クラブ会長 岩崎 弘 

中移さん紹介者 吉田紘子(東京銀座)  

（以上15名） 

 



玉川学園南商店会 夏まつりで大震災支援  

8／2(金)､3(土)の２日間、玉川学園南口商店会主催の、

恒例の夏まつりに、町田 YMCAの看板を掲げ、お店を

出して参加しました。内容は、衣類・雑貨などのバザ

ー、地元産のハチミツ「松香ハニー」、シャロームの家

製のパン・クッキー、今村るかメンが繋げる大震災復

興支援活動として、陸前高田産の海産物等多様なもの

でしたが、いずれも好評のうちに進められました。今

回も、YMCAに連なる多くの仲間が協力してくれ、成

果もあがりました。 
売り上げ(2 日間の合計)は、献品販売 10,000 円、陸

前高田特産品販売 20,000円、震災募金 1,200円でした。

ハチミツ、シャロームパン販売は別会計でしたが、還

元金としてそれぞれ 5,110 円、3,000 円を町田 YMCA
会計に入れてさせていただきました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

      夏まつりで大震災復興支援活動 

【１日目 8／1(金)の参加者（敬称略）10名】 
まちだクラブ：小山、後藤 
コスモスクラブ：高橋、権藤、細野、松香、  

鈴木、中移、伊藤 
東京八王子クラブ：小口多津子 
【２日目 8／2(土)の参加者（敬称略）11名】 
まちだクラブ：有田 
コスモスクラブ：高橋、権藤、細野、松香、 
        中移、伊藤、鈴木二華(コメット) 

ﾍﾞﾃﾗﾝﾃｨｱ：木内悦子、松本恵子 
シャロームの家：寒河江     

みなさんのご協力に感謝します。(実行委員長:松香) 
 

８月の電気使用量チェック！！８月の電気使用量チェック！！８月の電気使用量チェック！！８月の電気使用量チェック！！ 
  
ワイズの東日本区地域奉仕部門（CS）の活動主題の一

つに環境への取り組みがあります。松香は、東新部の

地域事業主査を担当して、部の活動にも取り組んでい

ます。電力会社から「電気ご使用量のお知らせ」が届

くと思いますが、８月分について「使用量」と、参考

のために「前年８月分使用量」（同じお知らせに書い

てあります）を松香までご連絡お願いします。今年は

暑くて減っていないかも知れませんが、それはそれで

結構です。意識することが重要という趣旨です。８月

分を見失ったという方は、９月分でも構いません。よ

ろしくお願いします。 
Fax 042-723-4161、 mmat.tamagawa@gmail.com 
 参考：松香８月分369kWh, 昨年337kWh 
 

東新部 第 18 回部会 ご案内            
「世界に平和、心に歌声を」 

 
東新部最大のイベント“部会”が下記のとおり行わ

れます。太田勝人部長(東京世田谷)のもと行われる今

回の部会は、銀座ライオンで、平和を学び、みんなで

歌声広場を楽しもうというコンセプトで開催されます。

ホストは東京世田谷クラブ、実行委員長は張替滋夫さ

ん(東京世田谷クラブ)です。 
みんなで参加しましょう。      （伊藤記） 
      

＊日時：10月 11日（土）13:00～16:00 
 ＊場所：銀座ライオン５階「音楽ビアプラザ」 

＊プログラム 
 第 1部 部会 
第 2部 講演「活憲の時代－９条は人類の宝」 
    朝日新聞社 伊藤千尋氏 

 第 3部 懇親会「YMCA歌声広場」 
＊会費：4,000円  

    

東新部秋の妙高・バスツアーご案内 

    
東新部では、紅葉のすばらしい“秋の妙高高原”へ

のバスツアーを企画しました。 
 信越妙高クラブとの交流も兼ねて交流ディナー、ま

た、同クラブ主催の大震災復興支援イベント「井関真

人シャンソン・チャリティーコンサート」も愉しみま

しょう。 
 お知り合いにも呼びかけを広げて下さい。 
 問合せ・参加登録は松香までお願いします。 
 
日程  10月 18日(土)～19日(日)   

出発：10月 18日(土)9:00（集合 8:30） 
帰京：10月 19日(日)18:00(予定) 

宿泊  東京 YMCA妙高高原ロッジ 
       新潟県妙高市関川 2253-1  TEL 0255-86-2171 

参加費 19,500円 
（バス代、妙高高原ロッジ 1泊２食代、コンサート代） 

     フレッシュワイズ(入会 3年未満)の方には部から  

5,000円の補助があります。     （松香記） 

    

第第第第 22227777回回回回    ユース・ユース・ユース・ユース・ボランテイアボランテイアボランテイアボランテイア    
リーダーズ・フォーラムリーダーズ・フォーラムリーダーズ・フォーラムリーダーズ・フォーラムのごのごのごのご案内案内案内案内 
期間：9月 19日（金）～21日（日）3日間 
場所：東京 YMCA山中湖センター 

    ユース事業主任 衣笠輝夫（埼玉クラブ） 
 

東京ベイサイド東京ベイサイド東京ベイサイド東京ベイサイドクラブクラブクラブクラブチャーターナイトチャーターナイトチャーターナイトチャーターナイト    
 去る 6／28(土)に設立総会が行われた東京ベイサイ

ドクラブのチャーターナイトが開催されます。 
日時：9月 20日(土)17:00～20:00 
会場：東京 YMCA東陽町センター「ウエルビー」 
会費：5,000円 



ＹＭＣＡだより 
                       担当主事  小野 実 
 
8 月になりました。全国各地のＹＭＣＡで子どもた

ちのためのキャンプが行われています。俗に「キャン

プ」というと、山や河原でテントを張って、野外生活

を楽しむイメージがあります。ＹＭＣＡのキャンプに

も、それらの要素がないわけではありませんが、中心

となるのは「小グループ活動」を伴う「組織キャンプ」

です。日本で初めて組織キャンプを実施したのがＹＭ

ＣＡで、1920年六甲山でのことです。来年は 95周年、

2020年、東京オリンピックの年には「日本ＹＭＣＡキ

ャンプ 100周年」を迎えます。  
全国ＹＭＣＡでは、100 周年までに、様々なアピー

ルの取り組みをしていく予定です。キャンプにメンバ

ーとして参加されたことがＹＭＣＡとの関わりの始ま

りというワイズの方々もいらっしゃると思います。先

代から現在までの働き、そして、次の 100 年を迎える

ために、もう一度「キャンプ」を見つめ直してみる機

会かもしれません。 
○東京 YMCA夏祭り 8月 30日(土)東陽町センター 
○第 28回東京 YMCA インターナショナル・チャリテ

ィーラン 9月 23日(火・祝) 木場公園 
○会員ソフトボール大会 10月 13日(月・祝） 
 
 

         ♪ 
 

第 93回シャロームの家♪歌声ひろば♪99名 
 

８月９日(土)猛暑の中休みというか、台風の余波もあ

って、雨もぱらつく中、それでも９９名の参加者（う

ち７名は初参加）で、楽しく盛り上がりました。いつ

ものピアノ伴奏者・宇塚さんが欠席ということで、玉

川学園から勝川淑子さんが駆けつけていただいて、優

しく歌いやすい伴奏をしてくれました。玉川学園コン

ビと言うことで進行は松香が担当、ＰＣはいつもの境

さんでした。 
当日の大震災復興支援募金は 5,330円でした。 

次回は 9／13(土)14:00から。10:00～14:00はチャリテ

ィーバザーも行われます。ご参加下さい｡(松香記) 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

町田ＹＭＣＡ 
わくわく！科学実験教室 多彩に開催  

 
夏休み！子供たちの思いは、あれもこれもと忙しい

様子。科学実験教室は、休みに入った初日 7/26 と、8
月の 2日は各自が 2種類を選ぶ楽しみの日、16日は第

122 回開催、新しい「アニメ・ムービー」作り。テレ

ビの“動画”も実は静止画を 1分間に 120コマ見てい

るアニメの原理を学び、10コマの自作アニメ制作にも

挑戦して、手回しムービーを創って楽しみました。8
月 26日(火)は午前から東京ＹＭＣＡ南コミュニティー

センターに出かけて子ども達と特別の実験ショーと創

作の「色のドリームランド」を楽しみます。8 月参加

児童は合計 30 名。インストラクター/サポーターは池

田・森田・加茂・内藤・清水・上野・小市・佐藤の皆

さん。すべてを分担してご活躍のお蔭です。 
次回 9 月 20 日(土)は「ライトハウス」。町田市民フ

ォーラムで開きます。参加も見学 も歓迎です。 
問合せ先：権藤 電話 041-722-9880 （権藤記） 

 
 

ベテランティア 8月の集い 
 
 8 月 1１日(月)13：30 市民フォーラムに 5 名のベテ

ランティアが集い、8月 1日・2日に開催した玉川学園

夏まつりの出店参加、特に 8 期生の木内さん・松本さ

んの参加に感謝しながら報告や 10 月 13 日(月祝)開催

予定の第 19回ベテランティア・フォーラムの「広報ま

ちだ」掲載予定（9/11または 9/21）や 
AED 研修日を 10/17(金)に同市民フォーラムで設定す

ることで消防署指導日などを決めました。ボランティ

アの手は連続して休みなく必要としますが、関係の諸

機関はまだまだ祝祭日は特別の調整に腐心する場面が

あります。企画内容についても出席の皆さんの熱心な

意見交換で充実できました。 
次回は９／8(月)13：30～市民フォーラム 3階奥の円

卓席へどうぞ。        （権藤記） 
 
編集後記 今月号から、Word 形式で全誌面を作成し

てみました。この方がメール(添付ファイル)で配信する

ときに、とくに写真がある場合など圧縮しやすいとい

うことで始めました。いずれにしても、みなさんに読

んでいただけるような誌面作りが大事なことです。そ

れには活動内容の充実が必要！ (伊) 
     
 

  
 
 
 

人が好き 自然が好き YMCA が好き！ 
私たちは、YMCA と共に豊かな社会をめざす、奉仕団体です。 

                                           
事務所：〒194-0041 町田市玉川学園 7-3-5 鈴木宅 町田 YMCA 連絡先(携帯) 090-2452-2134 (伊藤) 

例会日：本例会 第 4土曜日 18:30~20:30 場所：松香宅 町田市玉川学園 5-6-3  TEL 042-723-4161 

        第 2例会 第 1土曜日 18:30～20:30 場所：町田市民フォーラム 4階  町田市原町田 4-9-8 

会費送金口座：東京三菱 UFJ銀行成瀬支店(普通)0558196 コスモスワイズメンズクラブ 会計 河合 重 


