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【今月のことば】 

そしてイエスは、聖書を悟らせるために

彼らの心の目を開いて、言われた。「次

のように書いてある。『メシアは苦しみ

を受け、三日目に死者の中から復活す

る。また、罪の赦しを得させる悔い改め

が、その名によって、あらゆる国の人々

に宣べ伝えられる。』と。エルサレムか

ら始めて、あなたがたはこれらのことの

証人となる。」 

（ルカによる福音書24章46節） 

平本善一選 

               

【今月の強調テーマ】  W4W（Weekfor Waste：ゴミ拾い週間） 
 

４月合同例会プログラム 
(町田コスモス第1例会) 

東京町田コスモス･東京町田スマイリング･東京多摩みなみ 

 ホスト：東京町田スマイリング 

日時：4月20日(水) 19:00～21:00 ZOOM 

会場：https://zoom.us/j/4745332601?pwd=Q2VqQ0Vqc056WlVFU3JnWWVzemlTUT09 

 

司会 
開会点鐘 
ワイズソング 
ワイズモットー・ワイズ信条 
今月のことば 
ゲスト／ビジター紹介 
ホストクラブ会長挨拶 
会長挨拶  
東新部部長挨拶 
卓話 
「アジア太平洋圏(日韓中(香港)米)のキリスト教と

諸宗教対話と青年､ Nationalism との格闘、過去の検証と未来の方
向」 
YMCA、ニュース、アピール  
 
今月ハッピーバースディ 
閉会点鐘 

東京町田スマイリングクラブ 

為我井会長(東京町田スマイリングクラブ) 
一 同 
一 同 

 
為我井会長(東京町田スマイリングクラブ) 
為我井会長(東京町田スマイリングクラブ) 
会長    今村 路加 
松香光夫ワイズ 

 
寺沢邦彦さん 

ワートバーグ大学宗教哲学部准教授 
 

 
 
ドライバー  
為我井会長(東京町田スマイリングクラブ)     

 

 東京町田コスモスクラブ活動方針 
～心新たに ＣＨＡＮＧＥ！２０２２～ 
 誰ひとり取り残さない。健やかに  

 
東京町田コスモスクラブ 

会長 今村 路加 
 

ロシアによるウクライナ
への軍事侵攻が始まって一
ヶ月が過ぎましたが、残念
ながら状況は良い方向に向
かっているように見えませ
ん。 
 私たちワイズメンは機会

あるごとに祈り、また祖国から避難する方々へ
の支援のために献金をしてきました。先日町田
の母親とお子さんが私も協力した町田駅前で集
めたメッセージと募金を港区西麻布にあるウク
ライナ大使館へ届けたそうです。平和を願う声
や祈り、行動は広がっています。ワイズメンス
クラブも街頭募金など行えたらよいですね。 

４月 Happy Birthday：なし 

３
月
デ
ー
タ 

在籍 ９名 

出席 ７名 

例
会
出
席 

メン 
メーキャップ  
出席率  
メネット 
ゲスト／ビジター 

７名 
０名 
77％ 
0名 
3名 

BFポイント コスモスファンド 

切手 75 g（平本） 
 

95g (権藤) 

オークション0円 
（累計0円） 
にこにこ0円 
（累計0円） 

2021～2022 年度 主題 

クラブ会長 今村路加 

 

東新部部長 松香光夫 

 

東日本区理事 大久保知宏(宇都

宮) 

アジア太平洋地域会長 

 大野 勉(神戸ポート) 

国際会長 キム・サンチェ(韓国) 

「 心新たにCHANGE！2022 」 

・・・誰ひとり取り残さない。健やかに・・・ 

「何が問題か､どうしたら良いか､道は一つではない」 

スローガン「東新部のエクステンションとＳＤＧｓ」 

「私たちは 次の世代のために 何ができるか？」 

「100 年を越えて変革しよう」 

「世界と共にワイズメン」 

  スローガン「愛と尊厳で世界を癒そう」 

               Heal the World with Love & Dignity 

【クラブ役員】 

会長今村路加、副会長谷治英俊、書記 権藤徳彦、副書記加藤祐一、会計 富樫紀代美、IBC

田畑智子、担当主事 古市健、チャプレン平本善一、直前会長松香光夫 



 

ゲストスピーカー紹介 

       寺沢邦彦 先生 

 

4月の合同例会は、

アメリカ・アイオワ

州のワートバーグ大

学（ Wartburg College ）で長

年教えておられる寺

沢邦彦先生にお話を

していただきます。 
略歴 

石川県出身。青山学院大学

卒。アメリカ・ニュージャ

ージ州ドル―大学（ Drew Universit

y ）神学修士号、ペンシルベニア州フィラデルフィア・テンプル大学

（ Temple University ）学術博士号（PHD）を得、同・セントジョゼフ大学（ St.J

oseph’s University）講師を経て、現在ワートバーク大学（ Wartburg College ）宗教・

哲学学部准教授。専門領域は比較世界宗教学、宗教間対話、東洋哲

学、仏教、イスラム教。米国キリスト教仏教交流学会理事。 

事前資料ご希望の方は、weiwojing@yahoo.co.jp 

に資料希望と送っていただければと思います。 

 

町田コスモス第一例会 報告 

3月7日月曜日18時30分～20時30分 

 

出席 今村、谷治、権藤、松香、富樫、加藤、ビ

ジター八王子小口さん、スマイリング太田さん、

東京佐藤さん、ゲスト新潟YWCA横山さん、元まち

だクラブメンバー片岡さん 

3月第一例会はオンラインの例会であることを

いいことに、卓話に元まちだクラブメンバーでも

ある片岡さんと新潟YWCA会長の横山由美子さんを

お招きすることができました。それは感謝の例会

となりました。 

 谷治ワイズの開会点鐘に始まり、ワイズソング

を唄い、ワイズの信条を唱え、今村会長のもと、

ウクライナの平和を祈る黙祷を捧げました。 

 さて卓話の片岡さん、とても柔らかい発想の持

ち主だとわかりました。いくつもの社会貢献をさ

れ、それは例会参加者から絶賛されっぱなし。。

公衆電話の小銭を選別する装置は片岡さんの特許

でした。そのような柔らかさをみなさんにもわか

ってほしいと、アイデアが出ないときはグーパー

チョキをやるといいよと教えてくれました。パー

は発散的思考、グーは収束的思考、チョキは切っ

て分けるの判断的思考と説明されて、また赤ちゃ

んはグーの状態で生まれ、あの世には手をパーに

して旅立ち、チョキはチョキチョキと瞬間を刻ん

で楽しく生きると話、ZOOM内の画像を笑顔にして

くれました。 

 

 横山さんは、新潟在住のお方。町田コスモスは

新潟に新クラブを設立したい思いがあるので、と

ても興味を持って伺うことができました。 

横山さんは新潟で「おらって」にいがた市民エ

ネルギー協議会でも大活躍されており、片岡さん

をご覧になって、「先生」とお呼びになっており

ました。どうやら知り合いだと判明いたしまし

た。 

またビジターの八王子クラブ小口ワイズからは

我がクラブの活動の一つ、地雷廃絶運動とコンサ

ートを22回続けていてJCBLに寄付をしており、そ

の平和の思いをお伝えておりました。 

 

町田コスモス第二例会 報告 

3月19日18時30分~20時30分 

 

出席：今村、富樫、田畑、加藤、谷治、権藤； ＞

欠：平本・松香・古市 

  

 例会の最初に３月第一例会に参加された片岡さん

と新潟YWCA横山由美子さんをZOOMの録画動画で拝見

することができました。 

 今村会長の呼びかけでウクライナ平和の祈りの黙

祷を捧げ、谷治ワイズの次期役員研修会を終えたこ

とを権藤ワイズにより報告がありました。町田コス

モスの次期役員＆事業委員の構成に期待が集まると

ころです。 

 そこで今回はこのコロナ禍での会計がどうであっ

たのかを財政状況の

グラフが登場してき

ました。これはわか

りやすい！とそう

か、そうだったのか

と、ZOOMの費用は食

事制限があったから

赤字を出さずにでき

たのかとか、ならば誕生月の人にプレゼントができ

るようにしようとか、今後はこの財源をちゃんと意

識して、このお金はこのような活動なら使えるねと

いう話ができると会長のコメントがあり、ZOOM契約

のあり方を見直していこうとなりました。 

 今後の予定としては、４月第１例会を4月20日

(水)の３クラブ合同例会 (スマイリング主管）と

し、本来の我がクラブ例会日である4月4日(月)は今



回行わないとした。また第２例会のある4月16日

(土)はワイズナイトフォーラムがあるので時間を18

時~20時にした。また6月の卓話を田畑ワイズにお願

いすることになった。よろしくお願いします。  

 最後に会長からの三寒四温、卒業の季節、街に着

物姿も見られるなか、コロナ禍とウクライナの戦

禍、連夜の地震災害のなか健康に気をつけて下さい

とのことでした。 

 

第５回ワイズナイトフォーラム案内 

第5回 4月1６日（土）20：00～22：00 

 

主催：一般社団法人  ワイズメンズクラブ国際協会 東日本区                                 

Change! 2022推進委員会 

日 時：４月１６日（土）20：00～22：00 

会 場：Ｚｏｏｍ開催 

開会挨拶 大久保知宏 理事 

１部 卓話者 江夏 一彰さま（３０分）  

東京都立多摩総合医療センター検査科医師・日本聖

公会司祭『講演：コロナ禍でも活きる…』 

２部 パネル・ディスカッション （３０分） 

テーマ：北東部のCS活動 

フリー・ディスカッション （３０分） 参加者全員 

閉会挨拶 佐藤重良 次期理事 

https://us06web.zoom.us/j/86832303212?pwd=d3NV

QkNYM0NIK0ZEaXRONEFuaVVvUT09 

ミーティングID: 868 3230 3212 パスコード: 863392 

 

次期クラブ会長・部役員研修会 報告 

3月5日(土)10:00～16:15 zoom開催 

 

出席：今村、谷治、権藤、松香、加藤（今回、加藤は

開催手伝いで参加） 

町田コスモスからの参加は次期会長の谷治さん、

CSの今村さん、書記の権藤さんでした。活動の研修

を午前に、午後は分科会という構成で、とてもオン

ラインながらもなかなかの研修でした。特に分科会

では多摩みなみのワイズが大活躍されておりまし

た。では３つの分科会の内容について簡単にご紹介

します。 

 

 第１分科会では、テーマを「待ったなし。会員増

強をどうすすめるか？」参加者は石田さん（多摩み

なみ）今村さん、為我井さん、伊藤さんでした。 

 意見交換では会員増強が上手くいった良い例とし

て多摩みなみの活動があげられ、後継者をCS活動を

通すのが一番であり、広義会員の復活、クラブを越

えてのオリジナル活動とともに、年齢分布というの

はとても大切だということを強調されておりまし

た。 

 第２分科会では、「YMCAとともに地域に根差す。

SDGｓユースアクションから始まるYMCA協働」とい

うテーマでした。10年後の世界や社会の変化にどの

ような対応するかを問いながらユース若者たちにど

んなヴィジョンを示すかがポイントだという。凄い

のは、ユースアクションへの20万などの投資をポー

ンと出し、挑戦を後押しするもの。 

 第3分科会では「コロナを超えて やめられない

楽しいクラブづくり。世界に地域に仲間に 隣人と

共に。法人化はだてじゃない」というテーマで参加

者は深尾さん、権藤さん、小川さんがおりました。

法人化は中身を伴った法人化であり、ワイズ活動の

誠実さと安心して仲間になってもらえる。報道、町

の中での活動などに発信する情報の信頼が増す。行

政に向けての働きかけや協働がしやすくなるという

ＰＲがありました。 

 わかりやすいメリットとしては、銀行口座の開

設、法人タイトルを用いて団体講座が開ける、広報 

法人格を持つことで広報がしやすくなるというもの

でした。 

 

～会計所感～ 

予算編成するまえに 富樫紀代美 

 

今年度後半は次年度を控え内心ハラハラドキド

キです。クリスマス合同例会前に突然zoom契約を

する事になったからです。確かに部長年度でもあ

り会合も多くあります。次期の見通しも立てる上

でどこからどうやりくりされたかを分析する必要

性を感じ、個々の年会費の内訳を色別にし丁寧な

確認をいたしました。 

 今年度は東新部からの報奨金に＋諸先輩方のこ

んなやりくりの仕方でと気が付く点があり頭が下

がりました。 

 固定費は年会費に含まれております例会参加費

1000円の内のさらにわずかな金額によって成り立

ちます。そんな事情もみなさんにぜひ知ってもら

いたくて加藤ワイズに協力いただき色別のグラフ

作成に至りました。 

 今日までにクラブ内ではいろんな角度からお声

が寄せられております。固定費に会場費（zoom＋

リアル）は大きいし贅沢。予備費がないと不安。

誕生祝いの支出は決まったけど売り上げから支出

としては。ウクライナ募金活動もできないもの

か。自主献金は年会費と別に個人の支えたい種別

に応じて自主的に献金額を決めてはどうか。です

がそれに加え(^.^)仕事のズームお貸ししますし

事務所もよければ使用可能と天使の声は田畑ワイ

ズメン。思いっきり励まされた希望一杯の事務会

になりました。汗 （富樫） 



 
 

ウクライナ緊急支援募金のお願い 
 

 

YMCA は 120 の

国と地域にあ

り、ウクライナ

にもロシアに

も、また周辺諸

国にも多数の拠

点をもって活動

しています。各

国が加盟する世界 YMCA 同盟およびヨーロッパ Y

MCA 同盟は 2 月 25 日、「世界の仲間との連

帯」を呼びかけ、人道的な立場から支援していく

と声明を出しました。これを受けて日本国内のYM

CA は、現地の活動をサポートするため募金を行

なうこととしました。ご理解とご協力をお願いし

ます。募金方法ホームページをご覧ください。 

http://tokyo.ymca.or.jp/news/2022/03/20220301.

html 

 
 

これからの予定（ワイズ・ＹＭＣＡ） 
 

 

第1例会は定例4/4(月)をやめ、4/20(水)とする。 

4/1 早天祈祷会説教：古賀牧師 

4/9(土) 部次期クラブ会長研修会 

4/14(木) 第3回部役員会 

4/14チャリティーゴルフ大会、会場：PGM総成 

4/16(土) 第2例会、ワイズ・ナイトフォーラム 

4/20(水) 3 クラブ合同例会 19:00～21:00 Zoom

（町田コスモス第1例会） 

4/23(土) 13:30 第3回部評議会＆次期クラブ役

員研修会 18:303部役委員会 

5/2(月) 町田コスモス第1例会 

5/14(土) 部役員引継ぎ会 13:30～リアル(予定) 

5/21(土) 第2例会 

5/21(土) 第19回会員大会 

 

片岡さん,横山さん,佐藤さん,太田さん、小口さんの例会参加に感謝！(谷治‣田畑さんは貼り付けました） 

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１月曜日 18:30～20:30 ／第 2 例会 第３土曜日 18:30～20:30 

例会場：玉川学園コミュニティセンター （小田急線 玉川学園駅下車） 

【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 
町田コスモス例会がZoomのときは下記をクリックして参加ができます。 
https://us02web.zoom.us/j/5908503983?pwd=SG0zRjhZVFlVQ2V3RVRYdGt6VEladz09 

ミーティングID: 590 850 3983   パスコード: cosmos 
2022年～2023年年度 クラブ役員・活動委員候補 

会長 :谷治 ,副会長:加藤,副会長:田畑,書記:権藤,会計:富樫 ,直前会長:今村 ,EMC :松香,チャプレン :
平本, 担当主事：古市：ブリテン:権藤･加藤･富樫: DBC：谷治･加藤-IBC：国際支援：田畑･松香, 
CS:今村・谷治,会員増強:松香・権藤・今村:ユース:権藤・谷治,LT:権藤、YMCAサービス:権藤・加藤） 

, 

 

 


