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        今月の聖句今月の聖句今月の聖句今月の聖句            
 
「各自、不承不承ではなく、強制され 

てでもなく、こうしようと心に決めた 

とおりにしなさい。喜んで与える人を 

神は愛してくださるからです。」 

新約聖書ｺﾘﾝﾄの信徒への手紙二 9:7 

 

 

今月のテーマ今月のテーマ今月のテーマ今月のテーマ    ：：：： ワイズ理解・ファミリーファストワイズ理解・ファミリーファストワイズ理解・ファミリーファストワイズ理解・ファミリーファスト 

 

11 月 14 日、東新部評議会のため信越妙高へ向かうツアーバスの中でパリのテロ発生のニュースが飛び込ん

で来ました。ワイズメンは、“イエス・キリストの教えに基づき、相互理解と敬愛の思いに結ばれて､あらゆる

信仰の人々が共に働く、世界的友好奉仕団体”です。その“愛と奉仕”を通して、今おびただしい数の難民、生

きるに足る衣食住、肉親の安否・寒冷と清浄な環境の困難の中にある人々への励ましと希望となるために、私

たちはファミリーや友人と共に進んで一食を質素にし、「ファミリーファスト」を覚え､その分の献金を奨励さ

れている月です。新クラブ設立にも､この「ワイズ理解」が生きてきます。 （会長 権藤徳彦）                         

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
         

 
 
 

11 月例会プログラム 
日時：11 月 28 日(土) 18:30~20:30 
場所：松香光夫さん宅(町田市玉川学園 5-6-3) 

司会：井川重夫    受付：細野多満喜   
＊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） 
＊夕食 
＊今月のスピーチ「お墓の現在、過去、未来」 

環境霊園 横浜みどりの森 鈴木夏輝さん 
＊YMCA ニュース・委員会アピール  
＊ハッピー・バースデイ 
＊今月の歌「もみじ」♪秋の夕日に～♪ 

＊閉会点鐘（会長） 

今月のスピーカー今月のスピーカー今月のスピーカー今月のスピーカー    
    

鈴木 夏
なつ

輝
き

さん 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
環境霊園「横浜みどりの森」勤務の日々の接客

販売で、社会、家族構成の変化の中、お墓という

ものに関して各人が様々な思い、悩みを抱えてい

ることを知りました。 

11111111月の月の月の月のHappy BirthdayHappy BirthdayHappy BirthdayHappy Birthday （今月は該当者がありません）  

10    例  メン     5名 Ｂ Ｆ ポイント ファンド  

月 在籍10名 会  ﾒｰｷｬｯﾌﾟ   5名 切手       0g (累計  45g) ｵｰｸｼｮﾝ     0円  

デ    出席率   100％ 現金(含書損ﾊｶﾞｷ等換金分) (累計    0円)  

｜ 例会出席7名 出  メネット   0名        250円 (累計 2,362円) フォト     220円  

タ  席  ｹﾞｽﾄ･ﾋﾞｼﾞﾀｰ 2名 ｶｰﾄﾞ    0枚(累計     0枚) (累計 1,200円)  

   10月のｺｽﾓｽ･ﾌｧﾝﾄﾞは常総市水害被害復興支援のために献金  ｺｽﾓｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ4,600円(累計 11,844円)      

2015～2016 年度 主題 
 

クラブ会長 権藤 徳彦「青春を共に、健やか未来と、 

                   違いも繋ぐ“コスモス”力」 
 

東新部 部長 伊丹 一之(東京むかで) 「ワイズの良さを発信しよう」 

東日本区理事 渡辺 隆(甲府) 「原点に立って、未来へステップ」 

アジア地域会長 Edward K.W.Ong(ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ)「愛をもって奉仕をしよう」 

国 際 会 長 Wichian Boonmapajorn(タイ)「信念のあるミッション」 

 

《クラブ役員》会長 権藤徳彦 副会長 松香光夫 直前会長 高橋千代子   

書記 伊藤幾夫 会計 中移庸介 監事 井川重夫 担当主事 保坂弘志 
 

 

神奈川県大和市出身 
幼少期よりサッカー少

年現在 3 人の子の父。

22 才より墓石施工・販

売の仕事に。5 年前よ

り霊園開発・管理業務

にも携わる。 



10 月例会報告 
 

10／24 (土)18:30、今月も玉川学園 5 丁目の松香

光夫さん宅にて10月例会を持ちました。司会は伊藤。

今月の強調テーマは「EMC－E、YES」。開会点鐘、聖

書朗読、ワイズソング、ワイズの信条唱和、権藤会

長の挨拶のあと、会長からゲストスピーカーの建築

家香西伸彦さんと東新部地域奉仕事業主査太田勝人

さんのご紹介があり夕食に入りました。  

スピーチでは、香西さんに｢建築家として福祉施設

のとの出会い｣と題してお話をいただきました。 

高校時代に学生運動を経験し、大学は建築学科に

進んだ。1 年の時、美術の授業で教師からの「建築は

総合芸術だ」ということばに学習意欲が湧き起こり

勉強した。大学病院でセラピストをしていた姉が、

町田市野津田にある農業伝道神学校に入学した関係

で、野津田にある障害者施設「町田荘」を見学した。 

初めての施設訪問で、３畳の部屋の中央に通路が

あり、両側が入居者の方々の生活空間だった。これ

を見て衝撃を受けた。大学院に進み、全国の障害者

施設の立地環境と更生意欲の関係についてアンケー

トをとった。当時の障害者はいわゆる“座敷牢”に

入れられ、隠されているような状況だった。この頃、

姉の影響でクリスチャンになった。現在の職場であ

るイヅミ設計事務所の近くに住んでいて、アルバイ

トとして入ったがそのまま就職した。当時、町田市

の大下市長が、障害者を街に迎える運動を始めいざ

街に出たが、あちこちに段差があり、車椅子が通れ

ない。大下市長の呼びかけで、バリアフリーの施設

を作る計画が立ち上がり「すみれ教室」「花の家」

「光療育園」「シャロームの家」などの設計に関わら

せていただいた。障害者が車椅子のまま乗れるマイ

クロバス“やまゆり号”はいすず自動車に製作して

もらった。全国初の移動車だった。姉は今年の 4 月

に病気で亡くなったが、姉に導かれて道を歩んでき

たような気がする。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

出席者(伊藤､中移､松香､権藤､香西､太田､今村) 

細野さんから歌声ひろば９周年コンサート、

権藤会長から､妙高での評議会・信越妙高クラブ

10周年記念会、伊藤から新クラブ設立準備状況

の説明がありました。出席人数は少なかったが

アットホームな例会でした。  （伊藤記） 

10月例会出席者(敬称略) 

メン：権藤､今村､松香､中移､伊藤 

ビジター：香西伸行、太田勝人(世田谷クラブ) 

11 月第２例会報告        
 
日時：11 月 7 日(土)18:30～20:00 
場所：町田市民フォーラム 4 階活動室 A 
出席：権藤、中移、伊藤      
【議題】 
① 11 月例会について(詳細１面) 
② ブリテン 11 月号について（担当：伊藤） 
③ 12 月例会兼市民クリスマスについて(3 面) 
④ 第 2 回東新部評議会について（3 面） 
⑤ 次々期部長選出について 
⑥ 1 月以降の例会スピーカー予定  

   １／23(土)IBC 関係：権藤徳彦さん 
   ２／27(土)福祉：古市慎さん(打診中) 

⑦ 歌声ひろば 9 周年記念コンサート(3 面) 
⑧ 会員候補について 
⑨ 新クラブ準備状況について(3 面) 
⑩ 今後の予定 

11／24 (火)町田 YMCA 活動委員会 18:30 
11／28(土)メネットの集い(熱海) 
11／28(土)コスモス 11 月例会 
12／5(土)ｺｽﾓｽ 12 月第 2 例会 市民ﾌｫｰﾗﾑ 
12／6(日)まちカフェ！町田市役所(4 面) 
12／8(火)「ワイズ祈りの輪」の日 
12／12(土)14:00 第 109 回歌声ひろば 
     17:30町田 YMCA市民クリスマス 
12／16(水)多摩センター新クラブ第 2 回準備会 

12／22(火)町田 Y＆Y’s 合同忘年会 ﾌｫｰﾗﾑ調理室         

   2016 年 1／9(土)在京ワイズ新年会 12:30～ 
        桜美林大学多摩アカデミーヒルズ  

（伊藤記）        

 
 

                 

 
 
12 月 8 日「ワイズ祈りの輪」の日 

ワイズメンズクラブ国際協会は 1922 年に米オハ

イオ州トレドで誕生しました。ワイズ創設に中心と

なった人物がポール・ウイリアム・アレキサンダー

です。ワイズの創始者と呼ばれています。この P.W.
アレキサンダーの誕生日が12月8日であることから、 
この日が“「祈りの輪」の日”となりました。  

この日、各国のワイズメンが、それぞれの国の午

後 8 時に「共に祈る時」を持つことによって、地球

上のワイズメンが輪でつながることを願って“ワイ

ズの輪”と呼ばれます。“平和な世界”を共に祈りま

しょう。（詳細は「日本ワイズメン運動史－半世紀の

歩み」をご覧ください。）      （伊藤記） 
 
 

ファンド 
 
＊未使用切手  伊藤 幾夫  250 円(50 円×5 枚) 



多摩新クラブ多摩新クラブ多摩新クラブ多摩新クラブ第第第第 1111 回回回回準備会準備会準備会準備会にににに 25252525 名名名名    
 
11／18(水)18:30 から桜美林大学多摩ｱｶﾃﾞﾐｰﾋﾙｽﾞ

で新クラブ第 1 回準備会(初顔合わせ)を開催しまし

た。出席者は次の 25 名の方々です(敬称略)。                            

（ゲスト 10 名） 
   古市慎､中村その子､小早川浩彦､深尾香子､ 鈴木健太、 

   小松原崇弘､石田孝次､綿引康司､五十嵐雅美､滝口恵子 
  （ワイズ 15 名） 

   伊丹一之､太田勝人､久保田貞視､田中博之､後藤邦夫､ 
   長津徹､長谷川あや子､権藤徳彦､山口直樹､松香光夫､ 

酢屋善元､宮内友弥､谷治英俊､井上富子､伊藤幾夫 

 
司会は伊丹一之東新部部長、開会の挨拶は伊藤幾夫、

パワーポイントを使ってワイズ・YMCA の紹介を田

中博之直前理事が行い、食事をとりながら、自己紹

介の時間を長めにとりました。和気藹々の雰囲気で

盛会裡に開催することができました。在京新年会等

各アピールのあと、太田勝人東新部会員増強事業主

査の挨拶で会を閉じました。 
 次回第 2２回準備会は次のとおりです。 
ご支援よろしくお願い致します。 
 日時：12／16(水)18:30～20:30 
  場所：桜美林大学多摩アカデミーヒルズ 4 階「花水木」 
  会費（夕食代）：1,000 円 
  卓話：「ワイズメンズクラブ、ＹＭＣＡって何？」 
  講師：田中博之さん(東日本区直前理事、東京クラブ）  
        （新クラブ設立準備委員長 伊藤記） 

 
                        
             

東新部東新部東新部東新部第２回評議会第２回評議会第２回評議会第２回評議会＆＆＆＆    
信越妙高クラブ信越妙高クラブ信越妙高クラブ信越妙高クラブ 10101010 周年記念例会周年記念例会周年記念例会周年記念例会をををを祝祝祝祝してしてしてして    

 

11月 14日(土) 紅葉深まる東京YMCA妙高高原ロッ

ジで『信越妙高ワイズメンズクラブ』のチャーター

10 周年記念例会が挙行された。東日本区渡辺隆理事

立会のもと、若い郵便局長さん村上綾子君の新入会

式もあり、 二重の慶びと共に、2004 年東京コスモス 

から部長・書記・会計を輩出した年、東京むかで・ 

東京目黒をスポンサーとして、毎月準備会に妙高通 

いで、星野達雄ワイズの足で出来上がった 50 余名の 

会員候補名簿を基に立ち上がった思い出深いクラブ。  

参加者約40名のワイズメンと地域の祝太鼓連と交歓 

もあり、素晴らしい感動と希望の式典でした。 

このお祝に併せ、東新部今年度第 2 回評議会がセ

ットされ、東京からツアーバスを仕立て約 25 名が繰

り出し、今年度 7～10 月の区部諸報告と次々期部長・ 

次期監事の指名が審議され、「次々期部長」に東京コ 

スモスクラブから選出の要請があり、クラブで真剣

に検討し 12 月内に選考回答することになった。多摩

センター地区を始めとして幾つかの新クラブ設立も

懇談の話題となり、帰路に部会アピールの野尻湖キ

ャンプサイトも訪問するなど、話題多い充実した研

修の体感の 2 日となりました。    （権藤記） 
  

町田町田町田町田 YMCAYMCAYMCAYMCA 市民クリスマス市民クリスマス市民クリスマス市民クリスマスのののの集集集集いいいい 
（コスモスクラブ・まちだクラブ合同例会） 
  

今年も「町田ＹＭＣＡ市民クリスマス」を東京ま

ちだクラブとの「12 月合同例会」として下記のよう

に開催します。町田ＹＭＣＡのプログラムに連なる

仲間が一同に会して、共にクリスマスをお祝いしま

す。交換プレゼント(500 円程度)を１つ以上ご用意く

ださい。祝会では、原町田教会ジュニア聖歌隊によ

る歌声やクリスマスソングをみんなで歌うなど、テ

ィータイム形式で軽食・歓談の時を持ちます。 
2015 年の締めくくりとして、イエス・キリストの

誕生を共に祝い、楽しいひとときを過ごしましょう。 
みなさんのご出席をお願いいたします。 

             （実行委員長：伊藤） 

日時：12 月 12 日(土)17:30～20:00 

会場：日本キリスト教団 原町田教会 

（町田市原町田 3-9-16  tel: 042-723-0207） 

会費：ワイズメン・メネットは 1,000 円 

   一般参加者は 500 円（子どもは無料） 

主催：町田 YMCA 

主管：東京まちだクラブ 

  東京コスモスクラブ 

プログラム 

第１部 17:45～18:15 クリスマス礼拝 
                     司会：井川重夫 

奨励｢恐れるな､わたしがあなたを救う｣ 

          宮島 牧人 牧師 

献金 東日本大震災救援のため 

  第２部 18:30～20:00 祝会    司会：保坂弘志 
・軽食・懇親 
・原町田ジュニア聖歌隊 
・みんなで歌おう！クリスマスソング！ 

        ピアノ：宇塚治夫さん 
  ・町田 YMCA 活動報告 権藤徳彦 

・贈呈 東京 YMCA 国際協力募金へ 
・プレゼント交換  

                           
 
 

♪♪♪♪歌声ひろば歌声ひろば歌声ひろば歌声ひろば♪♪♪♪    
9999 周年記念コンサート周年記念コンサート周年記念コンサート周年記念コンサートにににに 121212126666 名名名名    

11／14(土)14 時から歌声ひろば記念コンサートが行

われました。日本に来て 10 年の二胡演奏家沈琳(シ
ェンリン)さんと、海沼正利氏（パーカッション）、

進藤陽悟氏（ピアノ）の見事なコンビで、｢蘇州夜曲｣

のように知っている曲から、それぞれの演者のオリ

ジナル曲まで、紹介者でもある町野眞里子さんの進

行で 90 分を楽しみました。休憩の後は、短い時間で

したが、第 108 回になる歌声ひろばを久しぶりの岡

仁志さんの司会、荒川亜希子さんのピアノ伴奏コン

ビで、秋の歌など８曲を歌い上げました。参加者は

126 名。大震災支援募金として 6,232 円が寄せられ

ました。                                        （松香記） 



ＹＭＣＡだより 

                       担当主事  保坂 弘志 
○ＹＭＣＡ／ＹＷＣＡ合同祈祷会：11 月 12 日(木)

東京ＹＷＣＡ（お茶の水）で東京ＹＭＣＡ、東京Ｙ

ＷＣＡ、在日本韓国ＹＭＣＡと合同祈祷会が開催さ

れた。今年のテーマは「希望あれ」 。メッセージは 

桃井和馬氏（写真家、ノンフィクション作家、桜美

林大学特任教授）で、日本で行われるハロウィンや

カーニバルが本来、本国では皮膚感覚として、大変

な貧困や苦しみの中から生まれたものであり、うわ

べだけの楽しさの裏には、人間の暗闇が潜んでいる

なか、パウロはその中でキリストの光を輝かすこと

が大切であることを説いたとのことでした。 

○国際協力部クリスマス会：11 月 28 日（土）15：00

～18：00 部分参加可、東陽町センターで。今年行

われた国際プログラムの報告をし、日ごろから応援

してくださっている皆様への感謝の気持ちを込めて、

親睦のひとときを持ちます。どなたでも自由にご参

加いただけます。【プログラム】礼拝、国際プログラ

ム報告会、祝会。報告会では、フロストバレーキャ

ンプ、アジア太平洋ＹＭＣＡ大会、にほんご学院留

学生日本生活レポートなどを予定しています。【参

加費】第 3 部祝会のみ、学生 500 円、社会人 1,000

円、【申込み】国際協力部（担当：日野/保坂）

tel.03-3615-5562 kokusai@tokyo.ymca.or.jp 

 
 
 

「年賀状・どうせ買うなら・妙高で」「年賀状・どうせ買うなら・妙高で」「年賀状・どうせ買うなら・妙高で」「年賀状・どうせ買うなら・妙高で」    
～～～～信越妙高クラブ交流活動のひとつとして信越妙高クラブ交流活動のひとつとして信越妙高クラブ交流活動のひとつとして信越妙高クラブ交流活動のひとつとして～～～～    

 

年賀状購入の時期になりました。これから購入と

いう方は是非、ご利用ください。“東新部”は東京

の“東”と新潟(妙高)の “新”をとって名付けられ

ました。遠距離のため、なかなか交流が難しいため、

東新部有志が「年賀状を買うなら、信越妙高クラブ

メンバーの豊岡一久さん・村上綾子さんの勤務する

泉郵便局から買いませんか！」と呼びかけ、つなが

りを大切にしています。ご協力をお願いします。 

(呼びかけ人事務局：伊藤幾夫) 

【申し込み方法】 

信越妙高クラブ村上綾子さんまたは豊岡一久さんに

TELまたはFAXで注文してください。 

泉(いずみ)郵便局 TEL  0255-75-2329 

FAX  0255-75-3483 

 
 

 
 
 

 
 

町田 YMCA 活動 

わくわく！科学実験教室 
  

11 月は「飛行機」巻きゴムプロペラ推進型のかな

りしっかりした飛行機に、11名の子ども達は少しは 

苦労もしながら、熱心に作り上げ、芹が谷公園に出

かけて、好天微風のなか、思い切り飛ばし合いをし

て楽しみました。12月は町田 YMCA クリスマスに集合

で、実験はお休み。次回は１月 16日(土)10：00～ 

「ライトハウス」で“光”をいろいろ楽しみます。 

（権藤記） 

        
ベテランティア 11 月の集い 

 
10 月 12(月祝)、14 日(水)に開催した第 20 回記念

「ベテランティア・フォーラム」～ボランティア活

動スタート研修～の報告と歓談で多面的に評価する 

とても良い時をもちました。熱心なベテランティア 

南・清水・平田・富樫・木内・小林・中川と権藤の 

8 名の参加で、新しい企画への展開を語り合いました。                

（権藤記） 
          
 

玉川学園センターまつりに出展 
 

11月７日(土)､8日(日)玉川学園コミュニティセンタ

ーで行われました。町田 YMCA も、25 周年を報知すべ

く、松香メンの｢世界連邦運動協会町田支部｣のスペ

ースをお借りして展示参加をしました。(権藤記) 

 
 
                
    

 
  

 
 

 
 
 

   玉川学園センターまつりにて（松香、権藤） 

 
編集後記 町田 YMCA 選出の町田ボランティア連絡協議会役

員として、12／6(土)｢まちカフェ！｣(町田社協に所属する団

体の総合まつり)委員を担当しています。町田市役所 1～3 階

オープンスペースで開催。今年は約 100 団体が出展。(伊藤) 

 

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 5-6-3 松香光夫宅(TEL 下記)    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：ゆうちょ銀行 店名 ０
ゼロ

一八
イチハチ

 店番 018  普通口座 42284741  東京コスモスワイズメンズクラブ 
 


