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【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。」

クラブ会長

今月の聖句
皇帝アウグストゥスから全領土の住民に、登録を
せよとの勅令が出た。… ヨセフもダビデの家に
属しその血筋であったので、ガリラヤの町ナザレ
から、ユダヤのベツレヘムというダビデの町へ上
って行った。身ごもっていた、いいずけのマリアと
一緒に登録するためである。ところが、彼らがベ
ツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて、初め
ての子を産み、布に来るくるんで飼い葉桶に寝か
せた。
（ルカによる福音書２章１-７節）

≫ 2020～2021 年度主題 ≪
松香光夫 「 心新たに CHANGE! 2022 」

国 際 会 長 Jacob kristensen (ﾃﾞﾝﾏｰｸ)”VALUES，EXTENSION and LEADERSHIP”
スローガン “TRUST IN THE RIVER OF LIFE”「命の川を信じよう」
東新部部長 加藤義孝(東京) 「友情の絆を強め ＹＭＣＡを支えよう」
東日本区理事 板村哲也(東京武蔵野多摩)「変化をたのしもう！
スローガン 「助け合い、分かち合い」
アジア太平洋地域会長 David Lua(シンガポ-ル) ”Make a Difference”
「変化をもたらそう」,スローガン”Inspire”「奮い立たせよう」
～・～・～・～・～
【クラブ役員】会長・松香光夫、副会長・今村路加、書記/直前会長・権藤徳彦
会計・富樫紀代美、担当主事・保坂弘志、会員増強 谷治英俊、
幹事・有田士朗、 チヤプレン・平本善一

【今月の強調テーマ】

EMC-MC

≫ 巻 頭 言 ≪

2020 年 12 月第１例会 (オンライン中継)

会長 松香光夫

東京町田 YMCAYMCA３０周年記念ボラティア顕彰式

日時：2020 年 12 月 14 日（月） 13:30－14:30
接続:オンラインソフト Zoom 上で次の招待 URL をクリックしてご参加下さ
い。
https://us02web.zoom.us/j/9543557863?pwd=TWxHYlJYMG0vMXNybWZicF
pzY1JUUT09

司会 権藤徳彦
1. 開会
会長 松香光夫
2．東京町田 30 周年 YMCA ボランティア顕彰式
ご挨拶 町田 YMCAYMCA 活動委員長 権藤徳彦
3．祝辞 東京町田コスモスクラブ会長 松香光夫
東京町田スマイリングクラブ会長 為我井輝忠
4. 表彰状授与 東京 YMCAYMCA 総主事 菅谷 淳
聖書のことば マタイによる福音書 25 章 37-40
感謝と励ましの言葉
5． 記念撮影
6．閉会 東京町田スマイリング会長 為我井輝忠

EMC についての強調活動は 10 月にも EMC/E として
触れたところです。10 月に強調した Extension は、新ク
ラブ設立推進を強調しており、ご承知のように、関東東部
に千葉ウェストクラブが立ち上がったことは特筆すべきこ
とでしょう。
東日本区では「Change! 2022」というスローガンで、
会員増強に心を込めているところですが、大きな成果と
言えます。さてそれから２か月、今月（12 月）の強調ポイ
ントは MC です。M と C とは独立の２語の頭文字です。
まず M は Membership （会員増強）そのものです。月
間の強調に限らず、常日頃から仲間を増やすことは心が
けているべきでしょう。事業本部としては、新しいアイデア
として「アニバサリープレゼントプラン」を発表しています。
２２年までに何らかの周年を迎えるクラブが東日本区で３
６あるそうです。
（次ページに続く ↓ ）
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（続・巻頭言）
ちなみにコスモスクラブは 21 年に創設 25 周年になるの
はご存知ですか？これを記念して新たな気持ちで友人知
人にクラブを紹介し、仲間に加わってもらえれば、嬉しいこ
とです。自クラブに勧誘するばかりでなく、近隣のクラブ
や、場合によっては遠く離れたクラブに知人を紹介してい
ただくこともありがたいことです。
３つ目は Conservation （維持啓発＝会員意識の高
揚）になります。22 年までの期間には、特に仲間の獲得を
意識して（そして、Change! 2022 を意識して）活動をア

協議：

ピールできると良いと思います。

＊ビジター加藤さんから感想を頂きました：
「今回、感じていたことを発言させて頂きまし
た。ふと疑問に思ったことを皆さんと共有する
ことで、よかったです。」

町田コスモス１１月第 1 例会報告

①クラブの体力増強＞蜜蜂産物の活用ファンド
②会員増強＞会員活動と新会員会費の検討継続
➂軽快運営＞ワイズの本質のウリは何だ？を確認
④次期部長ホストクラブ体制と新２クラブ設立を
⑤YMCA の緊急支援策を検討
⑥町田 YMCA30 年、コスモス 25 年記念の企画
など。課題は、SDGs をマップに新社会・新活力
創成の時を感じる充実した第 2 例会でした。

～ 年間会長主題 ≫心新たに Change!2022≪に
向けて～

◆1１月９日(月)18:30～20:30 オンライン Zoom で開催。
松香会長の会開点鐘で始まり、ゲストの加藤祐一さん、ビ

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～

クラブ 11 月会計報告

ジターに太田勝人直前会長・尾張日出夫書記(町田スマ
イリング)をお迎えし、会員８名中オンライン参加 4 名、)、
有田幹事・平本チャプレン・今村副会長・保坂担当主事
は夫々のご都合より不参加でしたがコロナ禍のなかで頑
張っておられるとの報告があり、プログラムでは、松香会
長のクラブ新会員と次期部長年度に「新世代型２クラブ
新設」を実現したいとの呼びかけがありました。（書記）

ご報告します。
会計 富樫紀代美
11 月 30 日付 口座残高 ￥239,797 円
（内訳：11 月入金 3 件、内寄付金 1 件）
💛未入金・立替清算にご協力ありがとうござい
ます。
口座名：東京町田コスモスワイズメンズクラブ
松香光夫
きらぼし銀行 0137 玉川学園支店 店番 060
口座番号 5048617
～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～

≫ ワイズ交流 ≪
東京町田スマイリングクラブ１１月例会にオンライン

町田コスモス第 2 例会報告
◆1１月 2８日(土)18:30 より Zoom オンラインで開催

出席：松香・富樫・谷治・権藤；G 加藤祐一さん；
V 太田勝人部エクステンション委員長・尾張日出夫
書記(町田スマイリング)の参加を頂きました。
第 2 例会資料と会長のリーダーシップで進行・報告・

で参加しました。 池田麻衣子主任主事（東京 YMCA
南コミュニティーセンター）のゲストスピーチは、ニュー
ヨーク・フロストバレーキャンプ場に長期派遣の体験談。
大人も子供も、人が出合って、自身も育っていく、『みつ
かる・つながる・よくなっていく』 の熱いレポートでした。
（権藤）

東京町田 YMCA １１月活動

NHKTV 野菜の時間
東京多摩みなみクラブ・藤田智せんせい直伝 「プラ
ンター菜園」に継続参加してます。Zoom 講座全５

回も楽しく、緑の野菜も良く育ってます！
いつも新鮮、いのちを感じます。（権藤）

～コロナ禍で福祉介護施設における支援・交流活動は、子
どもの科学実験教室を除き、他の開催は自粛しました。～

◆

活動委員会 1２月１１日(金)オンライン
町田市民フォーラム

4 階活動室にて

町田 YMCA30 周年記念を（コロナ感染予防に十
オンラインなしで）開催。今年は、東京町田
YMCA 開設 30 周年。活動展開・財政育成を
中期の視野に、クリスマス等、年内・年初の
行事を協議。〔松香・谷治・富樫・伊藤・権藤〕

YMCA ニュース

◆ わくわく！科学実験教室 1１月２１日(土)
会場：市民フォーラム活動室-教材「ライトハウス」

～「はなれても つながっている」～

「ポジティブネット緊急 募 金 」

💛 - YMCA 子 供 ・ユース・地 域 支 援 コロナの影 響 を受 ける青 少 年 支 援 募 金 を！
日本全国の YMCA は震災・コロナ禍・風水害で、自ら
も厳しい状況に直面しながらも、各地で信頼の奉仕・支
援活動を継続する一方、プログラムの夏越し・冬越しも
試練の中にあり、支援に支援を必要とする状況下にあ
ります。子ども達や学生の成長、支える職員・スタッフの
手は、自らが被災の中にあっても、止められません。

児童３名、保護者２名、V スタッフ４名
インストラクター：池田 斌(たけし)さん
換気・検温・消毒・マスク・アクリル隔壁は万全。
・次回予定：1 月 1６日(土)10:00-12:00
「カタパルト」町田市民フォーラム 4 階活動室
～・～・～・～・～・～～・～・～

東京町田 YMCA30 周年記念
永年活動ボランティア顕彰式
2020 年 12 月 14 日(月)町田ボランティアセンタ
ー活動室は温かい感謝溢れる時となりました。

全ワイズメンのさらなる支援の広がりが奨励されます。
～・～・～・～・～・～～・～・～・～・～・～

東京町田 YMCA ニュース
～逞しい子ども達・愛そだつ家庭・共に生きるわが町～

No One Left Behind to Live !

1990 年開設の東京町田 YMCA は今年 30 周年を記念し
て、東京 YMCA 菅谷淳総主事(前中央)より、ボランテ
ィアとして 10 年以上の永年にわたり町田 YMCA
”ベテランティア”フォーラム研修に始まり地域社会で
多大な貢献をされた 12 名の皆様に感謝状を以ってそ

の意を顕しました。コロナ禍で外出自粛の中を、代表
の富樫紀代美さん(前右 2 人目)と小林陽子さん(前左 2
人目)にお渡し、下記受賞の皆様にも別日お渡し出来ま
した。
〔木内悦子、松本恵子、南太一、秋永真里子、中
川勝代、宇塚治夫、境百合子、森田善和、池田勇五、
小市憲子；前出・富樫紀代美、小林陽子各氏〕
東京町田 YMCA は、開設５年目(1995)から２つのワイズ
メンズクラブの自主運営となり、当日も「東京町田コ
スモスクラブ」の月例会として同クラブ松香光夫会長
(後列中央)によって併開させて頂き、
「東京町田スマイ
リングクラブ」為我井会長(前列右端)の両クラブ会長、
谷治英俊ワイズ、Zoom 設営支援の加藤祐一さん(前左
端)の参加でサンタの赤ハットで和やかな記念会とな
りました。皆様のお支えに心から感謝申し上げます。
権藤徳彦・東京町田 YMCA 代表・活動委員長

＝＝＝＝＝＝＝＝編集後記＝＝＝＝＝＝＝＝

感謝・≪APPRECIATION ≫
この年を送るに際して、ワイズメンのリーダーシップ
に心から感謝を申し上げます。先ずは直前の国際会長
ジェファニー(オーストラリア)、田中博之直前エリア
会長(東京多摩みなみ)、山田敏明直前理事(十勝)と山下
真区書記(十勝)は、かって無い COVIC—19 の大波に見
事な舵を切り、今期現役員に立派にバトンタッチされ
ました。後半年これからという時に計画遮断・変更の
連続を良く克服されました。それを受けた現国際会長
ジェイコブ・クリステンセンの主題メッセージとリー
ダーシップ、国際役員の素晴らしい文書・オンライン
配信活動は、ワイズ１００年に向け必須・的確な奨励
となっています。後半もガンバリましょう。
町田コスモスの皆さんには、ご心配かけました。
申し訳ありません！ しかし、皆さんの耐え抜く力の
強靭さには感服です。生活への機能不全は、ヒトへの

誰もが健やかに！
東京町田ワイズメンズクラブで
は、健康補助食品プロポリス・
ハチミツ・ロイヤルゼリーをご
紹介しています。YMCA のため
の活動、地域の支え合いのための資金に活用させて頂
きます。
（下記松香よりご案内します。
）

コロナ禍のほかトリ・ブタウイルスも集団感染に至り、
日本のガバナンス/マネジメントも緊急事態は治まら
ず不安定です。町田コスモスは、何とか持ちこたえて
います。会員の繫がりは各個の感性により優先順位が
多少のズレは避けられません、が、動きは低調とは言
えマダ健全域です。2021 年町田コスモスは 25 周年。
必要なのは励ましの声掛け。次期部長ホスト準備です。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝（ごんどう）＝＝

Season’ｓGreetings
～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～

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２月曜日 18:30～20:30
≫第 2 例会≪第４土曜日 18:30～20:30
例会場：町田市民フォーラム 4 階 町田市原町田 4-9-8
【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
～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～
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ン交流が身につけ

節の挨拶交歓やブ

ば、新しい関係を結

リテンのやりとり

ぶチャンスかもし

などで交流を図っ

れません。どなたか、

ていますが、いつ

乗り出してみよう

も積極的な外交活

という方はいませ

動で引っ張ってい

んか。

ただいており、良

