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主題

国際会長主題 Henry Grindheim(ノルウエー)：
「ともに、光の中を歩もう」（Let Us Walk in the Light - Together）
スローガン：
「国境なき友情」

（Fellowship across the Borders）

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
東京コスモスクラブ会長 松香光夫
今月の聖句

主題：
「今日も生かされ 明日にむかって」
主題：
「コスモスを 考える」

｢二人または三人がわたしの名によって集るとところには、わたしもその中にいるのである」

今月のテーマ：10 月 E 強調月間

EMC/E 会員増強

YES

―新約聖書 マタイによる福音書 第 18 章 19 節一 20 録
新クラブ設立サポート
YES 基金制度もあります。

東京・町田 YMCA 通って YMCA プログラム活動を支える事です

９月 23 日（祝） チャリティーラン（木場公園）障がい者キャンプのために約 460 万円募金されました
10 月 14 日土曜日 14:00～15:30）。第 131 回歌声ひろば 町田 YMCA 共催シャロームの家
10 月 14 日 13：00 Ys クラブ東新部部大会（東京 YMCA 社会体育・保育専門学校）東陽町駅 10 分
11 月 11 日（土）歌声ひろば 記念コンサート 町田 YMCA 共催：申込はシャロームの家 チケット 1500 円
11 月 13 日（月） ベテランテｲア フォーラム 市民講演会 町田 YMCA ：町田フォーラム
12 月 9 日（土）市民クリスマス 町田 YMCA 主催
原町田教会
１０月例会
１０月２８日（土）東京まちだクラブ・東京コスモス合同例会
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: 司会: ・
開会点鐘
東京コスモス会長 松香
ワイズソング
一同
ワイズのモットー/ワイズの信条
一同
今日の聖句/感謝
東京コスモス 権藤
会食
一同
会長あいさつ
東京コスモス 会長 松香光夫
卓話
東京 YMCA 副主事 星野太郎
議題 東京まちだクラブ・東京コスモスクラブ合同例会について
議題 議論
新町田地域ワイズメンズクラブについて
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・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
会長 東京まちだ後藤邦夫会長
記念撮影
～～～～～～～～～～

4階

講習室

＜東京町田地域のワイズ運動の進展を目指して＞

「町田で”いいひと〈E 人〉になる“素敵な呼びかけ」
最強の第 2 弾仲間を語る 。後藤会長様のあいさつ
東京町田地域にワイズ新クラブを！！
東京まちだクラブの皆様へ
東京町田地域での、ワイズ新クラブの設立準備が進んでい
ます。
まちだクラブの皆さんの知人 友人などの若々しい
優秀な人材を、是非ご紹介ください。
皆様の紹介が町田 YMCA の力となって町田地域の
活躍が進展していきます事を夢見ています。
東京町田 YMCA の更なる発展継続を担いこの地域に展開
おける更なる奉仕活動の進展を求めて、この東京町田地域
における 第 3 番目のワイズメンズクラブの設立を進め
ようと気運が近年になってｒ盛上がり、ワイズ東日本区東
新部のエクステーション委員会（委員長 太田勝人：世田
谷ｸﾗﾌﾞ）を中心土台として、東京まちだｸﾗﾌﾞ 東京コスモ
スｸﾗﾌﾞも万全の協働体勢を整えて、新ｸﾗﾌﾞ設立のための発
起人会が先月（9 月 6 日） 東京コスモスクラブ松香光夫
会長宅において開催されました。
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東京ＹＭＣＡ 近況報告１．

そして今月（10 月 4 日）前回とと同じ松香会長
宅において第 2 回発起人会が開催されました。東
京まちだｸﾗﾌﾞからは後藤会長 谷治が出席し、東
京ｺｽﾓｽｸﾗﾌﾞからは、松香会長 権藤ワイズが
東新部から東京むかでｸﾗﾌﾞの伊丹直前部長 現
EMC 会員増強主査 神保次期部長がご出席くだ
さり、さらには、新ｸﾗﾌﾞ発足早々の東京多摩みな
みｸﾗﾌﾞ会長の石田孝次ワイズ 伊藤幾夫 東新
部長が出席いただき やる気溢れた 8 名の勢揃
いでの協議が続けられたのでした。
協議内容は

今回の会合には前回の協議での協議に基付く
資料に町田地域「新クラブ設立趣意書」
文案の提出うけての検討をしました。
皆でこれを読んで評価と更には、入会誘いにも使
える案内冊子・資料も用意することが、
町田地域社会奉仕に何がアピールするのか？な
ど、文案を次回準備会に用意されることになりま
した。なお 今後 新クラブの会員募集を実際に
開始するまでには、色々な準備が続けられなけれ
ばならないことを皆様で確認し、次回の準備会の
11 月 8 日（水）18 時を決定しました。
各クラブにおいても続けて話合いましょう事を
確認しました。
やる気 のある発起人の増員も検討されまし
た。
皆様との楽しい語り合いに心から感謝します。
東京まちだクラブ 会長 後藤邦夫

ワイズメンズクラブの皆様へ
東京町田地域での、第 3 番目
ワイズ新クラブの設立準備が
進んでいます。
まちだクラブではワイズの皆さんの知人・友人な
どの若々しい 優秀な人材を、是非ご紹介くださ
い。
皆様の紹介が町田 YMCA の力となって
町田地域の活躍が進展していきます事を
夢見ています。

東新部部大会のご案内

YMCA ニュース

▼9/16（土）
、国際協力一斉街頭募金を新宿駅周辺で実施。
会員関係者、園児、学生など 184 人が街頭で呼びかけを行
ないました。当日寄せられた募金 215,717 円は、バングラ
デシュの子どもたちの教育支援や今夏の大洪水による支援
活動のために用いさせていただきます。
▼「第 31 回東京ＹＭＣＡインターナショナル・チャリティ
ーラン」を 9 月 23 日に開催されました。ランナーや応援者
含め約 1500 人が、障がい者支援のために集まりました。昨
年は大雨で中止となったこの大会。今年も前日から雨が降
り続いたため、担当者は泊まり込みで天気予報をにらみ、
朝 5 時から現地のコース状況を確認。コースにたまった雨
水をかき出し・・・、必死の思いで（？）決行しました。
おかげさまでスタートの頃には日も差し始め、木場公園に
は、たくさんの方の笑顔と元気な声援があふれ、賑やかな
大会となりました。
▼ブランディングプロジェクト
2014 年よりに日本ＹＭＣＡ同盟の中期計画の中で、日本
YMCA のブランドについての調査、研究が進められてきま
した。この度、
「現代日本における YMCA のあるべき姿」
を明確に提示して行く為に、全国の YMCA で統一して日本
YMCA 基本原則に基づく 3 つのコンセプトが明示された。
【１】
Vision：YMCA が実現したい世の中の姿
互いを認め合い、高め合う「ポジティブネット」のある豊
かな社会を創る。
「ポジティブネット」とは、互いの存在や個性を認め合い、
高め合うことのできる、善意や前向きな気持ちによってつ
ながるネットワークのことです。
【２】
Value：YMCA がステークホルダーに提供を約束
する価値したい何かがみつかり、誰かとつながる。私がよ
くなる、かけがえのない場所。
「みつかる つながる よく
なる」
【３】
Personality：ブランドとして備えているべき個
性、らしさ心をひらき、わかち合う。前向きで、まわりを
惹きつける魅力を持つ。日本の YMCA には 130 年を超える
歴史があります。その成果と価値を新たな未来へつないで
いくために、YMCA は新たなブランドロゴを開発しました。
これは YMCA が更なるステージへ向かって変化し、進化を
遂げることを示しています。
「ロゴ愛称：ポジティブ Y」
鳥が飛び立とうとする瞬間の姿をモチーフにしたシンボ
ル、それが「ポジティブ Y」です。一人ひとりの生命の息
吹、未来へ向かう前向きな力、平和への想いを表現してい
ます。右側にブランドスローガンを合わせたものになって
います。スローガンの結びがコンセプトの「よくなる」か
ら「よくなっていく。
」としたのは、このメッセージを受け
取った人に、
「よくなる」ことに対する期待や、未来に向け
た希望を感じて欲しいとの願いからです。
新しく発表されたロゴマークへ、日本 YMCA ブランドを集
約していくために様々な変化があります。このブランドを
大切にしていくことで、
日本 YMCA の運動の価値が高まり、
YMCA を知らない方へも YMCA の価値をより明確に伝え
ていくことができると信じています。ワイズメンズクラブ
の皆様へもご協力をお願いいたします。

第 21 回東新部部大会が以下のとおり開催されます。
主宰者である伊藤部長の部大会支える実行委員長は 東京まちだクラブ後藤邦夫会長ﾜｲｽﾞです。
ホストクラブとしては、新生「｢多摩みなみクラブ｣が担当しています。
豊かな愛ある、東新部の皆さまの参加をお願いいたします。
＜日時＞10 月 14 日(土) 13:00-17:00 ＜会場＞東京 YMCA 社会体育・保育専門学校（東陽町）
＜プログラム＞：式典、バリアフリー競技「ボッチャ」体験、＊懇親会 ＜参加費＞3,000

