２０１８年６月号 （第 321 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

｢私がキリストに働く者であるように貴方もこの私に従う者となりなさい。｣（新約聖書
手紙Ⅰ 第 10 章１節）

コリント信徒への

今月のテーマ：｢ 評 価 ｣ ワイズメンズクラブは 6 月末が期末ですので、クラブ内での評価会を、来期へ
の力にしましょう
東京・町田 YMCA 通って YMCA プログラム活動を支える事です
６月例会： ６月１１日（月）18：30
町田市民フォーラム４階 。コスモス例会 6 月 23 日（土）。
2018 年６月９日（土） 歌声ひろば 町田 YMCA 共催シャロームの家
６月 例会： 東京まちだクラブ例会
2018 年度東京まｘちだクラブが東京コスモスクラブに合流・合体します
６月１１日（月）東京まちだクラブ例会
会長 後藤邦夫です。
会場：町田市民フォーラム 4 階講習部屋予定
全国各地の多くの皆様に愛され親しまれてまいりました 私たちのクラブ
時間：１８：３０より ～ ２０：３０
東京まちだクラブが次年度 2018 年から、東京コスモスクラブに合流・合体が
【例会プログラム】
受付:谷治
許されてひとつのクラブとなり、東京まちだｸﾗﾌﾞは活動を修了することに
司会:・小畑
なります。今年 5 月 2 日に満 27 才の祝福年齢を迎えた我がｸﾗﾌ「ﾞまちだク
開会点鐘
後藤邦夫会長
ラブ」は、27 年の生涯のすべて通じて、惜しみなく佳き実を人々に分ち与え
聖書： 平本チャプレン
えてくださったのです。 そして、いよいよ最後の例会となる 1 ヶ月後の
ワイズソング
一同
感謝例会においては、私たちは一人ひとりそれぞれに、何を言って
会長あいさつ：今月のアピール 後藤邦夫会長
“感謝”を言い言い表わすことが出来るか、
」心配です
議題： 感謝 例会
ただただ万感の想いを込めて、
“アリガトウ”とだけしか言えない自分
コスモスクラブ合流について：
を 私は今、思っています。 たとえば今年 2 月のまちだクラブ例会は
新クラブ：協力代制
2 月 12 日の日、この日は東新部部長 伊藤幾夫ﾜｲｽﾞの今年度 2 回目のクラブ
町田地域クラブのｸﾗﾌﾞ事
訪問例会の日。緊急の｢クラブ総会｣の例会に切替えてて、
「東京まちだクラブ
中間会計報告
会計 谷治英俊
」の次年度体勢に関わる考察・協議として進行し、今年度末をもって
諸報告アピール
会長/担当主事
東京まちだクラブの活動を終了し、まちだｸﾗﾌﾞは都内他クラブに合流し
にこにこ・スマイル
たい・合体するとの判断は理由：クラブメンバーの高齢・小数化で維持でき
閉会点鐘 会長 後藤邦夫
ない運営。決議案を会員総意で決議たクラブ総会となってしまいました。
」
東日本区： ６月２－３日東日本区大会 沼津
実は現の伊藤部長には 1991 年５月２日創立の初代・第２代のクラブ会長で
Ys 西日本区大会 6/8(金)-10(日)
した。その伊藤部長の公式訪問 列席のクラブ総会でこのようなクラブ決済
：西日本区大会（神戸）
を敢えて行ってしまつたのでした。大変失礼な決定ではありましたが、
皆様 ２７年間
東京都地域そして、町田市近郊での YMCA の今後の活動の展開方向を考える
東京まちだｸﾗﾌﾞを応援していただき、 時、町田地域でのワイズ運動の方向性は希望の広がる、明るい位置付けに
ありがとうございました。
なるのではいかと、今は感謝に思っています。 そして、西日本区の

感謝いたします 東京まちだクラブ
一同 ：サンキューｻﾝｷﾕ。
東京コスモスクラブの皆様よろしく
お願いいたします。
東京町田コスモスクラブ 感謝。！！

２クラブ宝塚クラブ・鳥取クラブとのＤＢＣ交流活動は新クラブ
東京町田コスモスクラブを通じて継続して行かれると明るい展開が続け
られると楽しみにますますの期待してます。 東京まちだクラブの現メンバーは
コスモスクラブに移ります。東京コスモスクラブの皆様、彼らの受け入れなどなにと
ぞヨロシクお願いたします。私 後藤邦夫は体調不良の関連で６月末を待って、ワイ
ズ
を退会いたします。皆様大変 お世話になりました。心から感謝いたします。
「27 年間 皆様 ありがとうございました！感謝！」

写真集 例会 合同例会 クリスマス会 希望の凧上げ会 ベテランテｲアフォラム
小山正直ｻﾝ有り難うございました。天国で 町田 YMCA を お見守り宜しくおねがいたします。
いスタートをコスモスクラブとのものです。

新し

東京町田ＹＭＣＡベテランテイアフォラーム・ＹＭＣＡ希望の凧上げ・ワクワク科学教室・市民クリスマス会

メンバー有田士朗･小畑貴裕･後藤邦夫

平本善一･谷治英俊･

山田スエ６名
２．出席 在籍５名 出席率 １００％
現金(含書損ﾊｶﾞｷ等換金分) (累計
0 円)
ワイズメンズクラブモットー標語 『 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” ・東京多摩みなみクラブ 6/４(月)：6 月役員会（ベルブ永山 3

2018 年５月例会の報告
日 時 201８年５月２６日（土）18：30～20：30
場所：東京コスモスクラブ例会：会費 1,000 円
夕食は会場が調理室なので、火を使うと言うことで、シュウマイを
富樫ママさんが作製、そうめんを権藤ﾜｲｽが調理してくれました。
丸くまとめましょうで、全員で、合流作業で頂きました。
楽しく語り合えました。コスモスクラブにも感謝です。
町田 YMCA の年間日程：６月８日（金）Y 活動委員会：
(毎月第 2 金曜日)
2018 年～22 年中期展望・展開を権藤委員長より発表あります。
町田 Y わくわく科学実験教室は 6 月 16 日：7 月 21 日：8 月 18 日
：9 月 15 日：10 月 20 日：11 月 17 日。ボランテｲアによる予習会有ります。
歌声ひろばはシャロ-ムの家と共催・毎月第 2 土曜日 14 時から
玉川学園商店街夏祭りバザーで参加：8 月 3 日（金）4 日（土）
献品を募集しています。（本はお断りいたします。再販可能品
東京まちだクラブ事務局 215－0006 川崎市麻生区金程 3－6－12
電話 090-3203-9491 です。２７年間の思い出をヨロシクおねがいたします。

階講座室）・7/3(火)：7 月例会（ベルブ永山 3 階講座室） ・
YMCA ニュース 2018 年 6 月の東京 YMC をお知らせいたし ます。
■第 21 回会員芸術祭 5 月 19 日第 21 回会員芸術祭のオー
プニングセレモ ニーが東陽町センターで開催されました。開幕
のテー プカット、菅谷功先生（新槐樹社準委員）による講評、 嶋
倉昌平氏ほかによる津軽三味線の演奏があり、出展 者同士の交
流がはかられました。
■東陽町センターリニューアル 1 月から進めていた
東陽町センターの改修工事が完了 しました。
新ブランディングのロゴやモチーフを内装 に使用し、明るい
雰囲気になりました。
今後東陽町セ ンター各部署が連携を取りながら、
東陽町コミュニテ ィーの新しい展開をはかっていきます。
■今後の主な行事予定
・世界 YMCA 大会 7/8～14（タイ・チェンマイ）
・東京‐北京 YMCA 国際交流サマーキャンプ
7/19～23（山中湖センター

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 日が開催されて、特別講演は沼津出身のバルセロナ
オリンピック金メダリストの岩崎恭子さん講演『幸せはいつも自分でつかむ』でした。
東京まちだクラブは RBM 献金貢献賞・FF 献金達成賞・ノンドロップ賞・ 献金ロスター
広告協力賞・ RBM 達成賞」を受賞する。
◎☆◎☆☆ Ys 西日本区大会 6/8(金)-10(日)：西日本区大会（神戸）

