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日時：2017
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開会点鐘     

ワイズソング

ワイズモットー

聖句朗読・感謝の祈り

会長挨拶   

ゲスト/ビジター紹介

 会 食             

 Y’s スピーチ「シニア

ひとことメッセージ

諸報告・連絡

ハッピーバースデイ

スマイル          

閉会点鐘         

記念撮影            

 

* 参加費 千円

 

8 在籍  

月  

デ  

｜ 出席  

タ  

            

       THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF Y’S

                 

         

                

年          

            

号 

今月の聖句 
を与え、勢いを

与えられる。若者

もつまずき倒れようが

たな力を得…走

れない。」 

書 40 章 29-30

のテーマ】ユース
ながって、命の力に触れ、健やかに逞しく、価高く成長することを願い支援する働き。そのために、東日本区「ユ

ース・ボランティア・リーダーズ・フォーラム

から選ばれた 27
ンプ・ファイアで交流もできました。

                      

誕生日 Happy Birthday

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF Y’S

            

２０１７年 9 月東京コスモスクラブ例会

2017 年 9 月 23 日（土）

場所：町田市民フォーラム

               

         

ワイズソング         

ワイズモットー/ワイズの信条

聖句朗読・感謝の祈り副会長今村路加

          

ビジター紹介    

             

スピーチ「シニア YYY

ひとことメッセージ      

諸報告・連絡           

ハッピーバースデイ      

          

         

            

千円/人 （出欠連絡

  6名 

 

  13名 

               

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF Y’S

                 Japan East Region Toshin District

          THE Y’S MEN’S CLUB OF TOKYO

                東京コスモスワイズメンズクラブ

          

          

 ≪  
いを失っている 

若者も倦み、 

れようが、主に望み

走っても弱ること

30 節～ 

ユース：未来に平和を託す若者たちが、キリストの平和に励まされ、愛と奉仕の枝につ

、健やかに逞しく、価高く成長することを願い支援する働き。そのために、東日本区「ユ

ース・ボランティア・リーダーズ・フォーラム

27 名の研修キャンプのスポンサーを務め、ワイズ・カレーの炊き出しや

ンプ・ファイアで交流もできました。 

                      

Happy Birthday：

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF Y’S

            Japan East Region Toshin District

 

月東京コスモスクラブ例会

日（土）18:30

場所：町田市民フォーラム 4 階 活動

     受付 中移庸介

司会 

     会長 松香光夫

           

ワイズの信条 

副会長今村路加

          

    

              

YYY キャンプ」

      ゲスト＆ビジター

           

          

            

          東京コスモス会長

             

（出欠連絡 090-7274

例 メン 

会 ﾒｰｷｬｯプ

 出席率

出 コメット

席 ｹﾞｽﾄ/

                          

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF Y’S

Japan East Region Toshin District

THE Y’S MEN’S CLUB OF TOKYO

東京コスモスワイズメンズクラブ

          THE COSMOS
           

 

 

み 

ること 

未来に平和を託す若者たちが、キリストの平和に励まされ、愛と奉仕の枝につ

、健やかに逞しく、価高く成長することを願い支援する働き。そのために、東日本区「ユ

ース・ボランティア・リーダーズ・フォーラム(YVLF)
名の研修キャンプのスポンサーを務め、ワイズ・カレーの炊き出しや

 

                       

：28 日 保坂京子メネット、

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF Y’S

Japan East Region Toshin District

【モットー】「強い義務感を持とう

  To acknowledge the duty that accompanies every right

クラブ会長

国 際 会

“Let us 

[アジア太平洋地域会長

東日本区理事

東新部部長
 

【クラブ役員】会長

月東京コスモスクラブ例会 

～20:30 

活動室 AB 

中移庸介 

 権藤徳彦 

松香光夫 

 一 同 

 一 同 

副会長今村路加 

 会  長  

 会 長 

 

キャンプ」 城井廣邦会長

ゲスト＆ビジター

       会  長            

 会 長 

 一同 （富樫）

東京コスモス会長  

 一同 

7274－3299 松香

   ４ 名 

ﾒｰｷｬｯプ   0 名

出席率   67％

コメット   1名

/ﾋﾞｼﾞﾀｰ 8名

              

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF Y’S

Japan East Region Toshin District

THE Y’S MEN’S CLUB OF TOKYO

東京コスモスワイズメンズクラブ

THE COSMOS

未来に平和を託す若者たちが、キリストの平和に励まされ、愛と奉仕の枝につ

、健やかに逞しく、価高く成長することを願い支援する働き。そのために、東日本区「ユ

(YVLF)」を今年も

名の研修キャンプのスポンサーを務め、ワイズ・カレーの炊き出しや

 

保坂京子メネット、

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF Y’S

Japan East Region Toshin District

【モットー】「強い義務感を持とう

To acknowledge the duty that accompanies every right

≫ 

会長松香光夫

会 長 Henry Grindheim
Let us walk in the Light

「ともに、光の中を歩もう。国境なき友情を創るために」

太平洋地域会長

東日本区理事栗本治郎（熱海

東新部部長  伊藤幾夫

【クラブ役員】会長 
会計 

城井廣邦会長      

ゲスト＆ビジター                          

            

（富樫） 

   

松香) 

 

名 切手    

％ 現金(含書損ﾊｶﾞｷ等換金分

名       

名 ｶｰﾄﾞ   

              

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF Y’S

Japan East Region Toshin District

THE Y’S MEN’S CLUB OF TOKYO-COSMOS

東京コスモスワイズメンズクラブ

THE COSMOS 

未来に平和を託す若者たちが、キリストの平和に励まされ、愛と奉仕の枝につ

、健やかに逞しく、価高く成長することを願い支援する働き。そのために、東日本区「ユ

」を今年も 9 月 8~10
名の研修キャンプのスポンサーを務め、ワイズ・カレーの炊き出しや

保坂京子メネット、 30 

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF Y’S MEN’S

Japan East Region Toshin District      

【モットー】「強い義務感を持とう

To acknowledge the duty that accompanies every right

 2017～2018

松香光夫 (東京コスモス

Henry Grindheim(ノルウェー

the Light-together, 
「ともに、光の中を歩もう。国境なき友情を創るために」

太平洋地域会長 Tung Ming Hsiao(

栗本治郎（熱海)     

伊藤幾夫(東京多摩みなみ

 松香光夫  
 中移庸介  担当主事

 ☆

   ～ 東京

創立 56 年

櫻井副会長

重な経験と、これから大きく変化する社会の

応えたいとする

の実動のお話を

「シニア-

は？ きっと、東新部

希望と期待など

励ましを頂ける

★

10/04(水）新町田

松香

10/13(金)18:30

10/14(土)東新部部大会

10/28(土）東京

町田

（東京

 

ＢＦ ポイント

      g (累計

含書損ﾊｶﾞｷ等換金分

  円 (累計   

  0枚(累計    

              ｺｽﾓｽﾌｧﾝﾄﾞ

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF Y’S MEN’S

Japan East Region Toshin District      

COSMOS 

東京コスモスワイズメンズクラブ   

未来に平和を託す若者たちが、キリストの平和に励まされ、愛と奉仕の枝につ

、健やかに逞しく、価高く成長することを願い支援する働き。そのために、東日本区「ユ

~10 日、山中湖センターで開催。域内各

名の研修キャンプのスポンサーを務め、ワイズ・カレーの炊き出しや

 中移庸介メン

MEN’S CLUBS

      

【モットー】「強い義務感を持とう 義務はすべての権利に伴う。」

To acknowledge the duty that accompanies every right

18 年度 主題

東京コスモス) 「コスモスを

ノルウェー) 

 to createFellowship across the borders
「ともに、光の中を歩もう。国境なき友情を創るために」

Tung Ming Hsiao(台湾)「ワイズ運動を尊重しよう」

)           「広げよう

東京多摩みなみ) 「Ｅ人

  副会長 今村路加
担当主事 保坂弘志

☆ シニア YYY

東京むかでクラブ

年の東京むかでクラブの城井廣

副会長、鈴木書記の

と、これから大きく変化する社会の

とする、ワイズメンズクラブの未来

お話を伺えると

-YYY―キャンプ」

きっと、東新部の元気

期待など、本日は

励ましを頂ける機会に恵まれ

★ 10 月の活動予定

新町田地域クラブ

松香会長宅 

)18:30 町田 YMCA 活動委員会

東新部部大会 13

土）東京まちだ・コスモス

町田市民フォーラム４

東京 YMCA 副総主事

ポイント 

累計   g) 

含書損ﾊｶﾞｷ等換金分) 

   円) 

     0枚) 

ｺｽﾓｽﾌｧﾝﾄﾞ 3,055

MEN’S CLUBS 

       

      Since May1

未来に平和を託す若者たちが、キリストの平和に励まされ、愛と奉仕の枝につ

、健やかに逞しく、価高く成長することを願い支援する働き。そのために、東日本区「ユ

日、山中湖センターで開催。域内各

名の研修キャンプのスポンサーを務め、ワイズ・カレーの炊き出しや

中移庸介メン 

CLUBS 

義務はすべての権利に伴う。」

To acknowledge the duty that accompanies every right

主題 ≪  

コスモスを 考える

to createFellowship across the borders
「ともに、光の中を歩もう。国境なき友情を創るために」

「ワイズ運動を尊重しよう」

「広げよう ワイズの仲間」

「Ｅ人(イイヒト)

今村路加  書記 
保坂弘志  直前会長

YYY キャンプ 

クラブ の 未来

むかでクラブの城井廣

鈴木書記の 3 名をお迎えして、

と、これから大きく変化する社会の

ワイズメンズクラブの未来

と思います。 

キャンプ」に込める

の元気、ワイズの新しい

、本日は、親しく多くの

に恵まれました。 

月の活動予定 ★

クラブ(仮称)設立

活動委員会/市民フォーラム

13-17 時＠東陽町

コスモス合同例会

市民フォーラム４F卓話

副総主事、東京むかで担当主事

コスモスファンド

 ｵｰｸｼｮﾝ 

(累計    

フォト   

  (累計 

3,055円(累計

 

Since May18, 1996

未来に平和を託す若者たちが、キリストの平和に励まされ、愛と奉仕の枝につ

、健やかに逞しく、価高く成長することを願い支援する働き。そのために、東日本区「ユ

日、山中湖センターで開催。域内各

名の研修キャンプのスポンサーを務め、ワイズ・カレーの炊き出しや YMCA

義務はすべての権利に伴う。」

To acknowledge the duty that accompanies every right 

える」 

to createFellowship across the borders.”
「ともに、光の中を歩もう。国境なき友情を創るために」 

「ワイズ運動を尊重しよう」

ワイズの仲間」 

)になろう」 

 権藤徳彦 
直前会長 権藤徳彦

 ☆ 

未来設計 ～ 

むかでクラブの城井廣邦会長

名をお迎えして、その貴

と、これから大きく変化する社会の必要

ワイズメンズクラブの未来設計と

 

込める熱き想いと

、ワイズの新しい力への

親しく多くの示唆に富む

 

★  

設立準備会 16：00

市民フォーラム

＠東陽町社体専\3 千

合同例会 18:30-21:30

卓話・星野太郎氏

東京むかで担当主事

コスモスファンド 

     0円 

    0円)

     0円 

    0円)

累計 29,786円)

, 1996 

未来に平和を託す若者たちが、キリストの平和に励まされ、愛と奉仕の枝につ

、健やかに逞しく、価高く成長することを願い支援する働き。そのために、東日本区「ユ

日、山中湖センターで開催。域内各

YMCA キャ

義務はすべての権利に伴う。」 

 

.” 

 

「ワイズ運動を尊重しよう」 

 

 

権藤徳彦 

邦会長、

その貴

必要に

設計とそ

熱き想いと

への

富む

00 

市民フォーラム 

千 

21:30 

太郎氏 

東京むかで担当主事）         

  

  

)  

  

)  

) 



Y’s ニュース 

◇8 月例会は東京まちだクラブ・東京コスモスクラ

ブ 8 月合同例会として行われた。 

日時 8 月 14 日（月）18：30～20：30 

会場 町田市民フォーラム ４階講習室 

司会 今村路加/谷治英俊 

出席者 13 名(コスモス 5）松香・今村・今村コメ 

ット・権藤・富樫/(まちだ 3）後藤・平本・谷治/ 

ビジタ－(5）太田委員長（世田谷・スピーカー） 

伊藤部長（多摩みなみ）・小口会長（八王子）/

（東京２）藤部監事/比奈地国際・交流主査。 

１．タイトル：「東新部エクステンション委員長」を 

拝命して  

太田勝人東新部エクステンション委員長  

２．趣旨、ひとこと ①東新部部長のとき、２つのク

ラブの閉鎖を経験し、会員増強事業主査のときに、

１つのクラブの閉鎖がありました。高齢化の要因や、

CS 活動をしない、会員同志の集まりが希薄となっ

たこと、ブリテンの発行も一人でやらざるをえなくな

ってしまった などの要因が考えられます。 

 ②クラブの発展は、そのクラブの会員が話し合っ

て、主体的に発展を考えるのが”基本”ですが、部

としてクラブの皆さん方と話し合い、建設的な意見

も提案し、あくまでも「理解」と「信頼」の上で、クラ

ブの発展策を共に考えていき、実行したいと考え

ています。 

 

 

今村ワイズお誕生日おめでとうございます 

◇8/15 前期区費納期 

◇8/21 プルトップ 2×25 Kg 

集荷依頼（区事務    

所 8/26 再度依頼、集荷 9/1） 

◇8/26（土）東京コスモス 8 月本例会→14 日合同

例会に変更 

◇9/2（土）第 2 例会 18：30～ 松香宅 （会場の提

供に感謝）出席：メンバー松香 権藤 富樫/ビジ

ター谷治 欠席：保坂担当主事（風邪のため） 

松香会長から部報第 2 号が配られた。また権藤

書記から配布された第 2 例会のレジメをもとに、以

下の点について話し合いと確認がされた。// 

「例会」が成立する方法/「会計の報告」（2016年度

決算と今年度収支状況）/「9 月ブリテン」原稿、編

集、発行→ブリテン締切り 9/11(月)9/15 発行 web

配布/「9 月例会」構成: 9/23（土祝）東京コスモス

クラブ 9 月本例会（活動室  ）東新部「シニア・キ

ャプの計画」東京むかで城井会長・櫻井副会長・

鈴木書記の 3 名をお迎えする予定/「メンバー増員」

「新町田クラブ」関係（添付ファイル参照）～「東京

まちだ合同例会」/「YMCA 活動報告」→   

権藤 8/4,5 玉学南商店会夏祭り・8/14 ベテラン

ティア（別紙 9 月第二例会 席上配布）/地域社

協ほか  

※今年度 10-3 月期会合会場の日程表→権藤 

※卓話お願いの件（星野副総主事）→権藤

（10/28・案内 etc） 

※会場確認：0/28（土）まちだ・コスモス合同例会

（町田市民フォーラム 4 階 第一会議室 AB 

18：30-20:30） 

◇9/11（月）18：30～20：30 東京まちだクラブ例会/

講習室 権藤出席 

東京町田 YMCA ニュース 

▶ 8/19（土）10：00～12：00 「夏のお楽し 

み実験：がりがりヘリコプター/空気砲/不思議 

な偏向万華鏡」児童 20 名+V サポーター6 名 



▶ 8/21（月）横浜 Y

ＭＣＡ東かながわ児

童クラブ「夏の実験

教室」出前(児童 30

名、（池田・権藤) 

（写真） 

▶ 9/2(土)10：00～ 4 階活

動室「科学実験教室予習会」

V インストラクター 7 名の出

席で 9月と10月分の予習を

しました。写真は、「手作りラ

ジオ」(佐藤さん)。その前に

9 月の「どろぼうを捕まえろ」

でした。  

▶ 9/16（土）10：00～科学実験

教室「どろぼうを捕まえろ」

当日の様子みんな真剣で

す→ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

▶ 9/8（金）町田 YMCA 活動委員会/町田市民フ

ォーラム「3 階調理室」 

集合 17：30～買出し 18：30～20：30 調理＆委員会  

 ＜町田 YMCA 委員&ご支援下さる皆様＞ 

やっと秋になりました。木村担当主事もキャンプか

ら戻り、会場の関係で、調理

室で、4 人開催となりました。

男手と言えども、あっという間

にこのメニュー(デザート付き

リッチなソーメン・バージョン)。

（写真） 

夏キャンプ、夏祭りなどの報

告から、町田 YMCA のこれからに備える ミッション 

パネルのリクルート開始、支援する Y's の新町田地

域クラブ設立準備情報などまでカバー。 

▶ 9/9（土）14：00～ 歌声ひろば/シャロームの家 

参加者 90 名 

▶ 9/11（月）13：30～ベテランティアの集い 4 階活

動室Ｂ//①ベテランティア・フォーラムＶ22 を

11/13（月）に開催する ②11/11(土)シャロームの

家「歌声ひろば」11 周年記念コンサート開催③

9/16(土)ＹＭＣA 新宿「国際協力街頭募金」＠東

口Ａ９出口付近の案内④12/9(土)クリスマス⑤～Ｙ

ＭＣA 夏のいろいろ 次回は 10/9 月（出席者 6 名 

木内・中川・小林・権藤・南・富樫）※またベテラン

ティア・フォーラムＶ22 募集については下記の通り、

町田市広報 10/15 日号掲載予定です。 

記 

講座名：第 22 回ボランティア活動スタート講座 

主催：東京町田ＹＭＣＡ 

日時：2017 年 11 月 13 日（月）09：00～16：30 

会場：町田市民フォーラム 3 階 視聴覚室 

費用：テキストを含む \1000/人（当日受付） 

対象：18 歳以上のボランティア活動志望者 

内容：ボランティアの基礎/座学、AED 応急手当/実技 

定員：25 名 

締切り：定員 25 名先着順 

応募先：はがき〒194-0043 町田市成瀬台 1-10-8 

東京町田ＹＭＣＡ 

 または E メール＜gondow-ys@outlook.com> 

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

≫ プログラム ≪ 

09:00  開会 オリエンテーション 

9:30～12:00 〔 3F 視聴覚室〕東京消防庁 応急手当/AED

実技(小林政彦氏) 13:00～16:00〔4F 活動室 B〕座学 

 ①ボランティアの「こころ」～健やかは、分かち合って、希

望を、育くむ。  

②どこで、なにを、どうやって。 

③ 困らないつながりをつくります。 

16:30  終了証書授与、記念撮影、閉会 

 

東京ＹＭＣＡニュース 

○8/26 (土）東京ＹＭＣA

夏祭り （写真 撮・権藤） 

○ 9/2 災 害 ス タ デ ィ 

YMCA 東陽町センター 

13：00～16：00 

講師：福田信章氏(東京災害ボランティアネットワーク事務

局長）約 35 名の参加。福田

さんのお話の後、4 グルー

プに分かれて防災まち歩

きをしマップにまとめ（写真）

良い点、気になる点などを

発表しあいました。（富樫） 



○9/8（金）-10（土）にはユース・ボランティア・リー

ダーズ・フォーラム山中湖 YMCA センターが開催

され 27 名のユースリーダーを迎えて今年も楽しくそ

して貴重な感動を頂きました。 

松香さんが委員として参加、（8-9 日松香・9 日権藤） 

このＹ‘ｓのユース支援活動は毎年度のロースターの

ページ広告代と各クラブから支援金 2 万円を資金とし

て、ユースリーダーにとっては感動の研修となっていま

す。参加リーダーたちは 19～20 歳の明るいエネルギ

ーいっぱいで

子 供 達 と 未

来にとって輝

く貴重なリー

ダーとなるこ

とでしょう。 

東 日 本 区

WEB 報告は

こちら https://ys-east.jimdo.com/  

 

 

○ 9/16（土）13 時～17 時 新宿周辺東京Ｙ国際街

頭募金   (写真・撮影 権藤) 

  

これからの予定 

✿ 9/23（土）東京 YMCA インターナショナルチャ

リティーラン（木場公園） 

✿9/23（土）東京コスモスクラブ 9 月本例会 

 町田市民フォーラム 4 階活動室  

✿10/7 科学実験教室 今回はスキップします 

✿10/7（土）18：30東京コスモスクラブ第二例会活動室Ａ 

✿10/9（月）13：30～ベテランティアの集い 4Ｆ講習室 

✿10/9(月・祝)9:30-16:00 東京ＹＭＣＡ会員ソフ

トボール大会(東京健康保険組合大宮運動場） 

✿10/13（金）18：30 町田Ｙ活動委員会 

✿10/14（土）13:00-17:00 第 21 回東新部部大会 

（東京 YMCA 社会体育・保育専門学校） 

＜ユースと“ボッチャ”で交流・参加費 3000 円＞ 

✿10/14(土)14：00～歌声ひろばシャロームの家 

✿10/28(土)18:30 東京まちだ・コスモスクラブ 10

月合同例会 町田市民フォーラム 4 階第 1 会議室 AB 

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

☞ 募金活動期間 7/14～9/30 

「北九州北部豪雨緊急支援募金」銀行/ 

ゆうちょ 指定口座（別途参照） 

 

私たちは、YMCA と共に 平和で豊かな社会をめ

ざす 国際奉仕団体です。国連経済社会理事会 

特殊諮問資格を持つ NGO でもあります。 

  

【東京コスモス ワイズメンズ クラブ 】 

事務所:〒194-0043 東京都町田市成瀬台 1-10-8 東京町田 YMCA 内 

電話: 042-722-9880/連絡先  FAX: 042738-3938(松香光夫) 

本例会(第４金曜)・第 2 例会(第１曜)18:30-20:30 

会場：町田ボランティアセンター 町田市原町田 4-9-8 町田市民フォーラム４階 

 

 


