２０１８年３月号 （第 319 号） 2017～2018 年度
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 主題：
「今日も生かされ 明日にむかって」
東京コスモスクラブ会長 松香光夫 主題：
「コスモスを 考える」
今月の聖句 ｢福音のためなら私はどんな事がでもします。
それは私が福音に共にあづかる者となるためである。
新約聖書

コリントンの

信徒への手紙

Ⅰ

第９章 23 節

Brotherhood Fund 」
３月 BF（ブラザーファンド） BF 代表や國際役員が公式の旅行をするために積み立てられる基金
全世界の会員に参加によって、使用済み郵便切手を集めて整理して、市場で換金して基金にすること
が主力であったが、次第に現金による捻出が増えてきた。 （ワイズ用語抜粋）

今月のテーマ：｢BF

東京・町田 YMCA 通って YMCA プログラム活動を支える事です
3 月例会： ３月２４日（土曜日）18:30～20:30 町田フォーラム４階
４月例会予定： ４月 9 日（月）18：30
町田フォーラム４階
３月１０日（土） 第 134 回歌声ひろば 町田 YMCA 共催シャロームの家
３月 例会： ：東京まちだクラブ の例会日を変更します。
３月２４日（土）東京まちだ・コスモスクラブ合同例会
会場：町田フォーラム 4 階講習部屋予定
時間：１８：３０より ～ ２０：３０
【例会プログラム】
受付: 後藤
司会:平本・小畑
開会点鐘
後藤邦夫会長
聖書： コリントンの信徒への手紙Ⅰ第９章 23 節
平本善一チャプレン
ワイズソング
一同
会長あいさつ今月のアピール
後藤邦夫会長
議題： 合同例会コスモスとの打合せ
新クラブ：協力代制
町田地域クラブのスポンサーｸﾗﾌﾞとしての承認事項
中間会計報告
会計 谷治英俊
諸報告アピール
会長/小畑担当主事
にこにこ・スマイル
閉会点鐘
コスモス 会長 松香光夫
東京コスモス例会 会場：町田フォーラム 4 階
３月例会 ３月２７日（土）18:30

今月のテーマ：
会長 後藤 邦夫
「東京コスモスクラブへの合流・合体を願って」
東京まちだクラブは、過ぐる 2 月 12 日(月)東新部の
伊藤幾夫部長の今年度 2 回目の公式クラブ訪問の日に重ねた
クラブ 2 月例会において、緊急のクラブ総会を開き、
『私の
今年度末でワイズメンズクラブを辞退します。
』によって、
全会員が協議して、東京まちだクラブを本年度末日もって、
東京コスモスクラブに合流・合体することを願い
『東京まちだクラブ自身は閉会する』との、
特別議案を真剣に協議し、次の決議を得たことを報告します。
1991 年 5 月厳粛なチャターナイトを受けて、誕生した。
國際ワイズメンズクラブ 日本区東京まちだクラブは 27 年の
歴史にを閉じなければならないという、大変な決断でした。私
たちの心至の願いは、我がクラブ誕生にして、新クラブチャー
ターを行ったー、子クラブ『東京コスモスクラブ』への合流・
合体であります。高齢ながらも、なお、生涯ワイズを貫きたと
願うメンバー2 名（有田ワイズ 91 歳・平本ワイズ 88 歳は、
私たちの子クラブへの移動を歓び、谷治ワイズは自らの活動に
適した、クラブ選択を志ざし、
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病気療養が続く後藤君は止む得ずクラブ退会ながら、なお、
数年は会友として交流を願うなど、クラブの閉鎖ながら
なお永続したい交流の恵みに満ちたクラブ総会でした。

2 月東京まちだクラブ・コスモスクラブ合同例会

後藤会長は、早速に東京コスモスクラブ松香会長宛てに
「合流・合体の願い書」を送り、2 月 24 日のコスモス例会にこの
願い書がが紹介・報告された。これを受けて、3 月近日中にコスモス
役員会が開かれることになりました。私たちまちだクラブのメンバー
は、一日も早くと嬉しいご返答を期待を高めてお待ちしている
ところであります。

2018 年２月例会の「合同ワイズ例会 報告
日 時 2018 年 2 月 24 日（土）18：30～20：30
場 所：町田フォーラム 4 階 講習室
多彩の演出を期待したが、メンバー集らず町田を語るで２時間を
YMCA/Ys 交流が出来た、楽しい会でした。
町田ＹＭＣＡ：3 月 1１日（日）
（13：30）揚がれ！希望の凧
（大震災復興支援 2017 3．11 から忘れない年です。
小田急線：玉川学園子ども広場
小田急線玉川学園駅北口からスーパー三和、脇の坂道 8 分の広場
2 月例会 報告
東新部公式訪問 伊藤幾夫 松香光夫 佐藤茂美
議題： 次年度役員の選挙は留任となる
新クラブ町田地域クラブ：協力代制
町田地域クラブのスポンサーｸﾗﾌﾞとしての承認事項
中間会計報告
会計 谷治英俊
自由献金について金額で承認する
諸報告アピール
会長/担当主事
3 月 6／7／8 妙高高原ロッジ感謝・さよなら・パテイー
3 月 1１日（日）13：30 揚がれ！希望の凧・玉川学園こども広場

東京ＹＭＣＡニュース
1 月より東京 YMCA 本部事務局が移転しました
公益財団法人
東京ＹＭＣＡ本部事務局（総務部、 財務部、
人事労務部、賛助会事務局、ＩＴ室、国際協力
部、広報室、資料室）会員部は、
2018 年１月２２日より下記に移転します。
＜新住所＞〒169-0051 東京都新宿区西早稲田
2 丁目 3 番 18 号 日本キリスト教会館 6 階
◇本部事務局代表番号
電話０３-6302-1960 Fax.０３－６３０２－１９６６
◇会員部直通
電話０３－６２７８－９０７１ Fax.03-6278-9072
＊＊＊＊＊＊＊＊ いずれも 1 月 22 日からです。
山手会館 耐震補修計画 山手センターでは建
物の更なる安全性確保および会館のリニューア
ルの為、大規模な耐震補修 および内外装改修
工事を予定しております。 現在、設計事務所と
打合せを重ねておりますが、 来館者の安全を最
優先とするため、来年度 2018 年 9 月～2019 年
3 月まで（予定）、山手セ ンターへの立ち入りが
出来なくなります。 2018 年も どうぞよろしくお願いし
ます。
担当主事 小畑 貴裕

第 21 回

東日本区大会 静岡県沼津 プラザ ヴェルデ
富士山のように高く
6 月 2 日・3 日 富士山部 沼津ワイズメンズクラブ主管
登録が開始されています。

DBC の西日本区六甲部

宝塚クラブのニュースから

DBC ニュース ：宝塚ワイズメンズクラブ 30 周年記念例会 ご案内 （谷治がまちだｸﾗﾌﾞ代表出席）
2018 年 3 月 21 日（水）午後 12 時から
場所：宝塚ホテル
詳しくは HP で
http://www.kobeymca.org/ys/takarazuka/jpg/201712_02reikai.jpg

