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2017～2018 年度 主題

（第３１０号）

国際会長主題〔ともに、光の中をあゆもう（Let Us Walk in the Light TogetherHenry Grindheim(ノルウエー)
アジア太平洋地域会長主題「ワイズ運動を尊重しよう」（Respect Y`s Movement） Tung Ming Hsiao (台湾）
東日本区理事主題 「広げよう ワイズの仲間」(Extension Membership & Conservation) 栗本 治郎 (熱海）
東新部 部 長 主 題 「E 人（イーヒト）になろう！」 伊藤 幾夫(東京多摩みなみ）

東京まちだクラブ 会 長 後藤邦夫

主題

「今日も生かされて

明日にむかって」

今月の聖句

｢私たちが命じて、おいた様に落ち着いた生活をし、自分の仕事に励み 自分の手で働くように努めなさい」
新約聖書 テサロケの信徒への手紙一

今月のテーマ：７月 キックオフ・Ｙサ： 会長方 針・活動を把握し・今期活動充実する備えます。
Yサ

(YMCA・サービス) の 東京町田 YMCA 通って YMCA プログラム活動を支える事です
8 月 4/5 日（金・土）10 時 「夏祭り：玉川学園商店街南口夏まつり出店」
、
８月 26 日（土）10 時 30 分「オープンハウス」にチョウチン・ラフル券の協力します。

７月例会 ７月１０日（月）東京まちだクラブと
東京コスモスクラブ合同例会
東新部：伊藤幾夫部長 公式訪問日
会場：町田市民フォーラム 4 階活動室Ａ・Ｂ
時間：１８：３０より ～ ２０：３０
【例会プログラム】
受付: 権藤徳彦
司会: 今村路加・谷治英俊
開会点鐘
後藤邦夫会長/東京まちだ
ワイズソング
一同
ワイズのモットー/ワイズの信条
一同
＊会長就任/バッジ着装式 東京まちだ (留任)
東京コスモス 松香会長
今日の聖句/感謝
東京まちだ 平本善一チヤプレン
会食
一同
新年度会長所信
東京まちだ 会長 後藤邦夫
東京コスモス会長 松香光夫
公式訪問メッセージ
東新部部長 伊藤幾夫
ひとことメッセージ
ゲスト/ビジターメッセージ
今月の強調アピール
東京まちだ
会長
東京コスモス 会長
ハッピーバースデイ 14 日富樫紀代美君 ：東京コスモス会長
諸報告アピール
会長/担当主事
にこにこ・スマイル
閉会点鐘
松香会長 東京コスモス
記念撮影
～～～～～～～～～～
http://www.ys-east.or.jp/member/member/logo/JElogo1.gif
http://ysmen.org/Areas/Default/Views/Page/Templates/
YsMen2017Classic/images/logo.j

今日も生かされ 明日に向かって
東京まちだクラブ 2017 年～2018 年度
後藤 邦夫 クラブ会長の主題。
長い病気入院の時も順調に過ぎて、退院。
外出注意のきびしいお守りからも解放されて、
やっと先日 4 月 10 日(月)町田市民ﾌｫﾗﾑで、開催する
まちだクラブの例会に参加出席することができた
このことは、私にとってはたいへんに愉しい嬉しい
幸いな事でした。 しかも、この日は、
今年度 2 回目の東新部部長のクラブ訪問の時とな
り、この日４月 1０日の御来訪となったことは、
私たちの東京まちだクラブにとっては、大変に幸い
なことでした。
そして更に私たちにとって大きな励ましとなったこ
とは、このクラブ 4 月例会部長訪問には、部役員か
たがた５名を含めて、8 名ものビジタｓ－がご来会
くださつたことです。そして、そのおひとリお一人
のがそれぞれ、ワイズ運動進展への夢を語ってくだ
さったことでした。このような若さ・意欲に溢れた
メﾂセージに出合うこと。それこそが、私たちのよう
な超高齢化した会員が元気へと導かれる
尊い励ましとなるのだと思います。
今回のクラブ会長 主題
こそ、この想いを心に
溜めてクラブの皆と 1 年を実り置かれた豊かに
進みたいと願う次第です。
東京まちだクラブ 2017 年～2018 年度
クラブ会長の主題
～今日も生かされ 明日に向かって～
東京まちだクラブ 後藤邦夫 2017 6 月 2４日

ワイズメンズクラブ モットー『 強い義務感をもとう
義務はすべての権利に伴う 』
“ To acknowledge the duty
that accompanies every right ”

2017 年～18 年度東京まちだクラブ 活動方針
後藤邦夫 会長
①

新クラブ東京多摩みなみクラブの激励・支援の活動
東京コスモスクラブとの協働で前年度 7 月
國際チャターナイトから 1 年たち、
東京多摩みなみクラブのベテラン会員 2 名が早くも今
年度：下記のすばらしい役職１／２を 得て、
活躍されることになつた。
この新クラブの創立スポンサークラブとして、
我が東京まちだクラブもこの快挙を祝福し、激励の・
支援すべき努めを果たすべき年度を迎えたことにな
る。
１． 田中博之ワイズはアジア太平洋地域選出の國際
議員、アジア太平洋地域会長として活躍される。
２． 伊藤幾夫ワイズは東日本区役員・

東新部第 21 代部長として活躍されます。
② 東京町田 YMCA 活動の推進支援の活動行動
前年度にならい、
東京コスモスクラブ、東京多摩みなみクラブ
との協働により、今年度も東京町田 YMCA 活
動の推進・強化に努め、特に新規会員獲得へ
の、協力を推進する行動を進める。
③ 東日本区が設定する國際・自由献金への努力
を、特に今年度は東日本区・役員会などが、
推奨される献金テーマに関心を寄せ、献金額
の向上にも努力を進めることにします。
④ 役員会 報告事項
クラブ例会時の膜旗を軽量化した物にします。
山田スエﾜｲｽﾞの高齢化による休会届けを受ける。
東京多摩みなみクラブの農園活動に参加意識を伝
えます。
（平本ワイズの近所などで、道具置場検討
YMCA 芸術祭受付ボランテイア谷治ﾜｲｽﾞが参加
＃＃―今後の予定－＃＃2017 年～18 年
クラブ例会はコスモスｸﾗﾌﾞと協議して合同例会を
提案させていただきます。
・
7 月 14 日：町田ＹＭＣＡ活動委員会：
町田市民フォーラム

7/1（土）東京コスモスクラブ 第 2 例会報告コピー
🌻〜第 2 例会の様子〜🌻
期変わりの大切な連絡事項等とありましたが
東京まちだクラブからビジターに谷治 y's をお迎え
し、権藤書記よりレジメが配布され、松香会長の挨
拶に始り和やかで活気があり〈内容を煮詰めないと〉
と思わせる例会でありました。
7 月 10 日（月）合同例会・
部長訪問の際の役割分担、綿密なまちだクラブと
年間通しての日程調整、
7/15 土評議会参加者の確認、
8 月 4・5 日玉川学園のお祭りの物品の販売など確認、
今期主題の提唱などどれもひとりではとてもできな
いためみなさん真剣でメモを取るのが正直大変でし
た。後日修正されたものをクラブ員全員の方々にい
ただきたいところです。
○収支メモ
⚫ 出席者 メンバー 3 名
（松香、権藤、富樫）
ビジター 1 名 〈谷治 y's（携帯にて後藤 y's）〉
計4名
⚫コスモスクラブ会費納入者
権藤 y's@2000×5 ヶ月分＝10000 円
（何月分〜何月分ということがわからず 5 か月分と
表記・
松香会長印をもって領収書を発行）
⚫書き損じはがきの換金分として
富樫 y's 515 円
プルタブ（富樫）お茶お菓子パン差し入れ（谷治 y's、
権藤 y's）
今回支出はありません。
以上 10515 円 会長より一時お預かりしておりま
す。 お疲れ様でした。m(_ _)m
7/2 富樫
2017/07/01 14:04、権藤 徳彦
<gondow-ys@outlook.com> のメッセージ:
東京コスモスの皆さま。今日 7/01(土)を以て
新年度、松香会長年度に入りました。夜、第２例会
です。都議選前夜でもあり、大事 な時ですが、こち
らも 期変わりの大切な連絡事項等がありますので、
都合のつく方、極力 出席をお待ちします。≫
18:30-20:30 町田市民フォーラム ４階 活動室≪
なお、
「7/10(月)」が本年度キックオフ例会として東
京まちだクラブと
東京コスモス例会の合同例会となります、
部長公式訪問でもありますので、
元気はつらつ、ご出席をお待ちします。
会長 松香光夫
書記 権藤徳彦 2017.7.01.

7 月 15 日：東新部評議会 後藤会長 参加予定
東京 YMCA 山手センター13 時 30 分
編集後記 ：ブリテン作成が目の見にくい時に、うちこむことが難しくなってきました。こんなに大変な
ことを、先輩たちは、 切り貼りでブリテンを手作りしていました。 正直に頭が下がります。
自分がかかないといけない。幼稚園いらい放浪性のある私は出歩くこと好きでも作文はｷﾗｲである。
私は、字。漢字がｷﾗｲ」おしゃべり大好き今回は、療養中の会長を口説き、原稿くれないと、ブリテンは
発行しません。通知もしません。私も目に手術後は、角膜が炎症起きて、3 カ月後は心臓コンピュタ－ク
ルッテ来る。カテテールで、狭殛がみつかり、息が苦しい、拡大鏡眼鏡で苦戦していますので、大きい誤
字乱筆乱文ですいません。後期高齢者になった一人言；キックオフ例会デス。未来「未来 希望を」 H,Yaji

