
今月の聖句 

～  詩編 ３３：１-３ ～ 
  

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF Y’S MEN’S CLUBS   
JAPAN EAST REGION,TOHSHIN DISTRICT 

TOKYO MACHIDA COSMOS 

     東京町田コスモスワイズメンズクラブ  

THE COSMOS   Chartered in May 1996 

  

 
    

 

 

 

主に従う人よ、主によって喜び歌え。 

主を賛美することは正しい人にふさわしい。 

琴を奏でて主に感謝をささげ 

十弦の琴を奏でて ほめ歌をうたえ。 

新しい歌を主に向かって歌い 

美しい調べと共に喜びの叫びをあげよ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               （続・巻頭言）                                                 

 今月の強調ポイントは DBC と並んで IBC（国際兄

弟クラブ）が挙げられています。コスモスクラブで

は IBCとしてマレーシアの２つのクラブと繋がって 

います。私達の日ごろの活動では、国際間のひとの

交流は必ずしも容易ではなく、長い間には行き来も

ありましたが、最近では、クリスマスカードのやり

とりで済ませると言う状況でした。上記のような

DBCとのオンライン交流が身につけば、新しい関 
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ン） 

会員出席率 63 ％ 現金(含書損ﾊｶﾞｷ等換金分) (累計    円) 

 

メネット   ０名    ０円 (累計 ０ 円) コスモスファンド 円 
 

ｹﾞｽﾄ/ﾋﾞｼﾞﾀｰ ４名     (累計 0枚) (累計 22,947円) 

2021 年 1月 第１例会 (オンライン) 

  
日時：2021 年 1 月 11 日（月） 15:00－17:00  

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=TWxHYlJYMG0vMXNybWZi

cFpzY1JUUT09 

受付・谷治英俊 

司会・権藤徳彦 
1. 開会点鐘           会長 松香光夫 
2．ワイズソング(メロディー)ドライバー富樫紀代美 
3．ワイズの誓い        一  同   
4. 今日の聖句       チャプレン平本善一 
5．会長挨拶          会長 松香光夫 
6. ワイズスピーチ        一 同         
7. 新年 2021を迎えて     会長  松香光夫               
8. 誕生日のお祝い    ドライバー富樫紀代美   
9. 諸報告                担当主事・書記・委員          
10. 記念撮影(キャプチー) 
11. 閉会点鐘                  会長 松香光夫 
          

＊ お誕生日： １日 有田 淑メネット 

  

 
【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。」 

≫  2020～2021 年度主題 ≪ 
 
クラブ会長 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 

２０２１年 1 月 
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≫ 巻 頭 言 ≪ 

会長 松香光夫 

         １月・強調月間 IBC／DBC 

今年は、年頭から COVID-19（新型コロナウイルス）

の蔓延で、ワイズメンズクラブの活動だけでなく諸般

の行事・イベントが中止になり、政治経済に至るまで

大変大きな影響を受けました。特に初めのうちは毎月

のクラブ例会も開かれずに動きが止まってしまいま

したが、インターネット・オンラインの活用に目が向

くようになると、時間、場所に縛られないその特性を

利用して、オンライン例会があちらこちらで開かれる

ようになりました。私たちの DBC（国内兄弟クラブ）

である宝塚クラブ（兵庫県）とは、季節の挨拶交歓や

ブリテンのやりとりなどで交流を図っていますが、い

つも積極的な外交活動で引っ張っていただいており、

良い刺激を受けてきました。この年末になって、オン

ライン合同例会を開きましょうという目から鱗のお

誘いを受けました。これがきっかけとなって、新しい

活動が広がっていくかもしれないという期待を持っ

て、新しい年に向かいたいと思います。(次ページヘ) 

https://us02web.zoom.us/j/9543557863?pwd=TWxHYlJYMG0vMXNybWZicFpzY1JUUT09
https://us02web.zoom.us/j/9543557863?pwd=TWxHYlJYMG0vMXNybWZicFpzY1JUUT09


巻頭言（続き） 

今月の強調ポイントは DBC と並んで IBC（国際兄弟ク

ラブ）が挙げられています。コスモスクラブでは IBC

としてマレーシアの２つのクラブと繋がっています。

私達の日ごろの活動では、国際間のひとの交流は必ず

しも容易ではなく、長い間には行き来もありました

が、最近では、クリスマスカードのやりとりで済ませ

ると言う状況でした。上記のような DBCとのオンライ

ン交流が身につけば、新しい関係を結ぶチャンスかも

しれません。どなたか、乗り出してみようという方は

いませんか。 Ω 

 

 

 

 

【ワイズメン国際投票】が実施されます 

2020/21 年度の国際選挙が開始され、2021 年 1 月 29   

日に終了します。今年は、総計 1,545 クラブの内,  
投票権を持つクラブ（直近３半期を通じて 15 名以上

の項目に対する適用除外申請を行ったクラブを含む）

の会長、または事前に国際本部に申請した代理者の皆

さまに、国際本部より直接案内が出されています。 

必ず投票して頂くようお願い致します。 

投票期限は 2021 年 1 月 29 日（金）、中央ヨーロッ 

パ時間午後 5 時（日本時間 30 日、午前 1 時です。 
（2021東日本区理事通信 1月より抜粋） 

 

町田コスモス１２月第 2例会(中止)報告  

◆12月 26日(土)の予定は毎月聖句のチャプレン 

平本ワイズ邸でリハビリ慰労会をオープンハウスを 

予定していましたが、コロナ禍の感染拡大劣れず自 

重して中止としました。平本ワイズはお声も元気でリハ

ビリに励んでおられます。エールを送りましょう。 

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～ 

 

    ２０１９－２０２１年度  半年報 提出              

 ２０２１年１月１日付 東京町田コスモス ８名 

 (内 担当主事 １名) 異動なしで報告しました。 
                       会長 松香 

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～ 

 会 計 報 告  

口座残高：￥238,455円 (12月 24日現在) 

（内：コスモスファンド１２月入金￥21,500円） 

入金・清算にご協力ありがとうございます。 

 引き続きよろしくお願いします。 会計・富樫 

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～ 

 予定＆ご連絡  

 １月１３日（水） 宝塚クラブ合同例会１９:００～20:30  

💛 参加方法は、Zoom アプリを開き「参加」をクリック、

下記のミーテイング IDを入力し「参加」をクリック、

パスワードを入力して「ミーテイングへ参加」をクリ

ックすれば OK です。 

宝塚クラブミーテイング ID: 535 830 1189   

パスワード：6UMawv  

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～ 

 

町田コスモス１２月第 1例会報告    

～東京町田 YMCA３０周年記念ボランティア顕彰～ 

１2 月１４日(月)１３:３０～１５:００ 町田ボランティア

センター活動室で、東京町田コスモスクラブ松香光夫

会長の開会の辞で第１例会を開会。その中で、東京町

田 YMCA30 年記念ボランティア顕彰式が行われ、

東京町田コスモス会長と東京町田スマイリングクラブ

為我井輝忠会長の祝辞があり、続いて東京 YMCA

菅谷淳総主事から、町田 YMCA の活動に連なる永

年ボランティア活動継続の１２名の方々に感謝状と記

念品、また、感謝と聖句による励ましのメッセージが

贈られました。コロナ感染予防の関係で、会場は２名

の代表参加と、オンライン中継があり、感謝状は１０

名の方にも届け今年は恒例の「市民クリスマスの集

い」が中止となりましたので、サンタの赤帽を贈り、

受賞者の皆さんが「サンタさん」です！ありがとう!!

を表しました。 (一部 12月号記事重複・写真参照) 

事後、受賞者の方からお便りをいただきました： 

▶ 宇塚治夫様=「歌声ひろば」ピアノ伴奏 

「この度は町田 YMCA３０周年に際しまして表彰を賜

りまして有難うございました。歌声ひろば草創時から十

数年微力ながら関わることができ、振り返って感慨ひ

としおに存じます。」 （以下略） 

▶ 境百合子様＝「歌声ひろば」歌詞掲示 PC操作。 

  車いすと車運転で活動のご生活 

「町田ＹＭＣＡの皆様 昨日はお忙しい中自宅までい

らして頂き有難う御座いました。何もできない私を仲

間に入れて頂き、感謝しております。私から皆様に感

謝状を差し上げたい程でした。わざわざ訪ねて来て下

さり、人に会える喜びを思い出させて頂き、楽しい期間

を過ごす事ができました。コロナの終息が見えない現

状ですが、負けずにやがて来る楽しみを夢見ながら、

頑張ります。顔を見ながら話せる喜びの日を待ってい

ます。ありがとうございました。」 （次ページへ） 

 



▶ 小市憲子様＝「わくわく！科学実験」サポーター 

「人生喜寿を迎える時に、初めて『感謝状』なるものを

いただき、早速 額に納め、主人と喜びました。皆様の

ご多幸をお祈りします。」 

 

YMCA ニュース

▶ 松本恵子様＝「ベテランティア」地域イベント支援 

「先日は記念品を届けて頂きありがとうございました。 

早く穏やかな日々が戻ってくるといいですね。」 Ω  

 

 

～「はなれても つながっている」～ 

町田 YMCA３０周年記念永年ボランティア顕彰式 

 

～・～・～・～・～・～・～ 

 

～年間 会長主題 に向けて～ 
≫心新たに Change!2022≪ 

＝ 新年の想い ＝ 

◆ SDGs を目指す活動     松香光夫    

私は、まちだ・さがみユネスコ協会という団体にも

所属して活動をしています。ユネスコは 1945 年の

国連会議の取り決めに基づいて翌年に設立された

国際連合教育科学文化機関（UNESCO）のことで、戦

争の惨禍を繰り返さないように国際平和と教育科

学文化を含む人類共通の福祉という目的のために

活動をしています。 

国連では 2015年の総会で、経済・社会・環境にま

たがる 17 の持続可能な開発目標（SDGs・エスディ

ージーズ）を設定し、2030年までに「だれ一人取り

残されないように」達成することを目指しています。

各国の政府・自治体や、最近では協力する企業が増

えているので、いろいろな場面でこの言葉を目に、

あるいは耳にすることが増えていると思います。 

 一方で私は、今年７月からのワイズメンズクラ

ブ活動で、東新部の部長という役目をお受けするこ

とになっていますので、クラブ活動を通して SDGsの

実現につながるようなことをしたいものだと思っ

ています。具体的な活動については改めて提案させ

てもらいたいと思いますが、底に流れる考え方につ

いてはご理解いただけると幸いです。   Ω 

 

募金のお願い 

● 銀行振込は 以下へお願いします。 

【振込口座】みずほ銀行 神田支店 （店番 108） 

普通 1123669 

【口座名義】公益財団法人東京 YMCA 

＊お名前の前に「ポジティブネット」とお書き下さい。 

～・～・ ～・～・～・～・ ～・～・～・～・ ～・～・～・～・～ 

 

 

◆ 今年は、何とかしたい ！  

             谷治英俊 

2021年が明けて来る。   

希望がある人生にしたいですね。何が希望か、わか

らないこの頃です。さて、2020年はオリンピック・イヤ

ーと騒がれながら、コロナに負けた。目標がなくなっ

た。前回東京オリンピックの時は大学 4年で陸上競技

補助委員で競技場の中で手伝いをしていました。若き

思い出を持っているが、現在は歩けもしないシニアー

の仲間入りです。 

何とかしたくてリハビリに通うが上手く行かない。今

年は 何とかしたい。台湾国際大会に出席もしたいと

思っている。所属しているだけの何もできない老人に

なったが、ワイズでえた仲間が沢山いる楽しい日々を

送る喜びです。   Ω 

 

 

 



◆ 新しい「リズム」を生み出すクラブを 

               

権藤徳彦 
この１年の間大きく乱れたのは生活や活動の「リズム」 

ではなかったでしょうか。 ワイズの活動も、新しいリ

ズムを、新しく摑むことから始めることになりそうに

感じます。町田クラブの会長さんはメンバーの、次

期部長さんは幾つかのクラブのコンダクターとし

て、多様な個を”ひとりも取り残さず、指揮者の個

性ある新しいリズムで、この時を切り抜けて頂きた

いと願います。情熱の生きていれば、ピアニッシモ

PP でも良いのです。過去には戻れないのですから。

リズムから新鮮に元気が生まれると嬉しく思いま

す。やってみましょう。チャレンジです。Ω 

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～ 

 

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 ! 

 

東京町田 YMCA １２月活動 

 

◆ 活動委員会は 1２月１１日(金)１８:３０ Zoom  

オンラインにて開催し、コロナ禍の対策は 

第３波の急騰のため、集会は、３０周年顕彰 

式の他は、全面的に活動プログラムを中止と

なります。 

 

◆ わくわく！科学実験教室の１２月５日の予習会 

を Zoom リモートで開催し、１月に向けて、コ

ロナ禍対策と開催予定を検討をしました。 
換気・検温・消毒・マスク・アクリル隔壁は万全を図る。  

    

誰もが健やかに！ 
 

 

 

 〔雑感〕    

   

新型コロナウイルス‐（COVID-!１９）からの 

メッセージ 

 

① このウイルスは、自分では絶対に移動できま

せんし、他の生体細胞を宿主として巡り合わな

ければ、存在し続けられないとされています。 

② 感染はヒトが持ち運び、引き起こしているに過

ぎません。それも、無差別に、ひたすら、宿主の

生態環境に適合させて、変異体に変わることが

巧みなようです。 

③ウイルスの賢さは、宿主のヒトが気づく前に感染

し、時間差を置いて発症させる能力です。 

 ・・・この増殖力は、ワイズにも欲しいキャラです。 

④ ニホンの当局は、「非常事態」の公助対応能力

が、未だに、高いとは言えないと分かります。 

市民は震災・風水害や大気・水汚染・廃棄物に

核汚染の、多重被災を想定した備えも必要とな

ります。  

⑤ YMCAとワイズメンは、いのちを育み、傷つけ   

 ず、共に生きる ヒト・コミュニティーの新しい形

を見つけ出す時に遭遇していることを気づかされ

ているように思われてなりません。    （TG） 

１月９日(土)に判断することになりました。 

 

 

 

 

 

▶ 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。（お問い合わせは、下記松香

より 詳細ご案内を差し上げます。） 

⁂ 次回予定：1月 1６日(土)10:00-12:00は 

 

 

 

 

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～ 

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 

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～ 


