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【モットー】「強い義務感を持とう 義務はすべての権利に伴う。
」
≫ 2019～2020 年度 主題 ≪

今月の聖句
「飢えている人に心を配り 苦しむ者の願い
を満たすなら 闇の中にあなたの光が昇り

クラブ会長
松香光夫 「次世代型コスモスクラブを創る」
東新部部長
小川圭一(東京世田谷) 「心を尽くして青少年ＹＭＣA のために」
東日本区理事 山田敏明(十勝) 「勇気ある変革、愛ある行動！」
アジア太平洋地域会長 田中博之(東京多摩みなみ)“ＡＣＴＩＯＮ！”
国 際 会 長 JenniferJones(オーストラリア)「より良い明日のために今日を築く」
“Building today for a better tomorrow” ”On the Move!!”
【クラブ役員】会長 松香光夫 副会長 今村路加 直前会長 権藤徳彦
書記 権藤 徳彦 副書記 富樫紀代美 会計 谷治英俊
担当主事 保坂弘志 幹事 有田士朗
チヤプレン 平本善一

あなたの暗闇は真昼のようになる。」
聖書イザヤ書 58:10〔聖書協会共同訳〕
“If you pour yourself out for the hungry

【今月の強調テーマ】： ＴＯＦ 〔Time of Fast 〕
断食の時

and satisfy the desire of the afflicted,
then shall your light rise in the darkness
and your gloom be as the noonday．
― Isaiah 58:10 RSV －

巻 頭 言
書記 権藤徳彦

新しい年に“勇気ある変革、愛ある行動！”

２０２０年２月 TOF 例会

▶ワイズメンは、新しい年を迎えて、すでに、
日時：2 月 10 日(月) 18:30～20:30
会場：町田市民フォーラム 4 階活動室 (原町田 4-9-8)
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▶1 月 1１日「YMCA 在京ワイズ会長会」及び
「在京ワイズ合同新年会」
、1 月 14 日に「東日
本区 Change!2022 シンポジウム」開催も終え、
来る 2 月 15 日は「東新部フレッシュ・ワイズ
セミナー」で、ワイズ活性化を目指します。
▶何年も続けながら、なお、行動とその実効が
求められている現状です。社会的にも個人的に
も生活負荷に加え、災害環境負荷など、困難や
期待に反する要因の指摘も数々あります。

18 日谷治英俊さん
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新しい希望をめざして東日本区も始動しました。
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〔続・巻頭言〕

引続き場を事務会に変えて、会長から区主「Change！

▶にもかかわらず、ワイズのミッションは、時が

2022 シンポジウム」への参加の奨励、次に「東新部

良くても悪くても、隣人の困難が喜び変わる奉仕

次々期部長候補」へ松香会長が指名され、同時に部長ホ

を義とします。その働きを加速する為に、ワイズ

ストクラブになることについて、次期クラブ会長を松香

国際では、5 名以上で新クラブを承認することに

ワイズが留任継続とすることなど、真摯に話し合った結

しました。区は区の視点から、部は部の、クラブ
はクラブの、メンバーには各自の、
“義務を果たし
てこそ”の行動が促されています。
▶大切と思う「数」だけが問題ではありません。
区・部・クラブの各レベルは視力を高め、健康な

果、引き続き会長は継続、次次期部長候補辞退の選択も
考え得ることも理解し 2 月内に詰めることを了承した。
また〔財政・活動 vs 会員数〕の収支バランスをより健
全化することで、合意した。
最後に町田 YMCA の組織と活動発展を視野に入れて、
必要な人材構築を支援することを確認した。

数を産みだす「持続的新しい体質と機能の活性」
へ至る「手順」を求めます。次の若い世代と共に、
〜

走りながら、変革に踏み出す、その実践の年です。
▶ 区・部・クラブ、上下の縦軸上の 3 レベルが
夫々一斉に、横方向３軸に展開し開拓できるか

例会の中の一言 ・ ワイズの真価

〜

私たちのクラブで「会員増強」は急務です。大切なの
は、ワイズ「奉仕の精神」。常に、尽くすことを義務と

もしれない事に目を向けましょう。私たち東新

するモットーです。眼前のわがクラブの活性化と会員数

部は、新潟の「新」を忘れず東新部の再生と、

向上も、子ども達・青年、隣人やコミュニティーの喜び

日本海側３県が待つ新展開に東日本の区と部が

のために、ワイズ自ら身を投じる献身奉仕で成立しま

手を携えて“勇気ある変革、愛ある行動！”

す。ワイズ自身の強化のために、会員数の獲得が先立つ

（東日本区理事主題）に踏み出しましょう。

時、ワイズは細ります。わがクラブ名の「コスモス」は

〔権藤徳彦〕

その秩序の想いの表れです。地域の豊かさの為に尽す想
いを忘れないクラブで在り続けたい。このワイズの真価

1 月クラブ例会
東京町田コスモスクラブ本例会及び第 2 例会とする
日時 2020 年 1 月 25 日(土)18：30～20：00

を、新しい仲間に語り、共に喜ぶスタンスを忘れず、会
員を増し、互いの励ましに育つクラブを叶えたいと。
〔KT〕

会場 町田市民フォーラム 4 階活動室Ａ
出席者 4 名左から権藤・富樫・松香・谷治

【第 2 例会・役員会議事】
１）次期会長 2020-2021 松香留任…地方選挙選の年。周
年記念の年（まちだ 30 周年＞1991、コスモス 25 周年
＞1996）

２）次次期２会長 2021-2022（保留＞会長・副会長面談予
定…ワイズ百年＞1922。…玉川学園 CC 完成(活動拡張)
３）次次期部長指名：辞退表明をクラブ役員会で同意され
た。次次期クラブ会長の擁立を可能にする時間を要す。

４）新会員推薦候補：名寄せ①YK ②TK ③MY(1957)
５）後期区費・自由献金：区費 8 名分、自由献金＝7 名分
≦２/15(土)。現在高￥192,639@1/25＋会費(KT)\3,000
＋ ク リ スマ ス 寄 付￥ 1,000 ＋に こ にこ ￥ 2,700 ＠ １
新年明けての１月例会に悲しい知らせが入ってきた。

/27(月)＝計￥199,339 円確認した。(松香）

富士クラブの元区理事、樫村さんの訃報だった。元理事

【運営方向性】会長主題「次世代型コスモスクラブを創る」

のもと区大会がさくら丸を借切って船上での開催という

①「健康」＝情報反応、行動反応(集会出欠)、会費納入、

たくさんの思い出とともに、開会の鐘がなった。現実に

役職貢献、育成貢献、自他に見えない自分

戻った我々は権藤ワイズの聖書朗読、オーストラリアの

②「収支」＝クラブ会計(出/入)、イベント成立(集客/ス

訪問終えた松香会長の現地森林火災と環境の話題、そし
てそれぞれの 1 分間スピーチで場を盛り上げた。

タッフ・バランス)、⇔健全性の監査・LT
③「前進」＝少しでも前へ。
（安息もとる）一人も取り残

さない。
④「活力」＝育成＞希望を立てる。
⑤「簡潔」＝クラブ事務・会計事務の簡潔化を進める
(「記帳」「報告」「発行」)
⑥「ファンド」＝

物販・ワイズスピーチの奨励

⑦「町田 Y」＝学生リーダー開拓育成＋町田 Y フェロー
募集＞
【集会会計】
＊1 月にこにこ￥2,700 円〔入金済み〕
＊⒓/14 クリスマス会計へ、発生した追加負担支援額を
町田コスモス・町田スマイル 2 クラブで折半する。

UN FAO 参考資料

＊3-6 月会費(2 名分)を未収計上する。

＝

【協議の結論】・・・・・・・・・・・・・・・・・・
（１）次期 2020－2021 クラブ会長

会長

メッセージ

＝
松香光夫

松香光夫(留任)を決

定した。（役員も原則として留任となる。）
（２）次次期 2021－2022 クラブ会長候補は、現副会長(本
日欠席)のため、早期会談の懸案とした。

今月の強調ポイントは TOF（Time of Fast 断食の時）
です。日々の食物に事欠く人々のことを思い、自分にでき
ることの一部として、目の前の食事をけずって見えない仲

（３）現会計から次期「休会」の申し出があった。この

間と分かち合う基本を確認したいと思います。このように

休会につき、区理事の承認手続きを行う。会計事

して集められた献金は国際本部に寄せられ、世界各地の

務手続きを早急にクラブへ行い、次期会計を現副

YMCA やワイズが支援する事業に継続的に配分される

書記が引きぐこととする。

ことになります。

（４）新会員を求め、
「クラブの健全な活力回復」を最優
先目標として全力を尽くすことを承認した。
（５）会員の会費軽減可能性を検討することを認め、他
方クラブ・ファンド・レイジングの推進も加速を
承認した。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
【交 流】
💛 東京スマイリングクラブ例会

訪問

先般回された東日本区理事通信に寄せられた板村哲
也国際・交流事業主任の情報によれば、2019 年度の
TOF プロジェクトはセネガル、カンボジア、ジャマイカなど
８件の事業に充てられ、総額は約 2100 万円にもなると
いうことです。
一人一人の献金が、大きな力になっていることに思いを
寄せて、さらに協力を心がけたいものです。
💛💛・・・・・・・・・・💛💛

出席：松香会長
日時：1 月 15 日（水）19:00～21:00
会場：まちだ中央公民館

≫

コスモス・パーソナリティ ≪

中国養蜂学会からの表彰

卓話：「アジア太平洋地域と私たち」
国際議員地域会長

田中博之ワイズ

💛 2020YMCA・在京ワイズ新年会長会
＆ 在京ワイズ合同新年会
日時：1 月 11 日(土)
会場：東京 YMCA（保体専＆東陽町センタ）
出席：会長会：松香会長、保坂担当主事
新年会：松香光夫

TOF ＝タイム・オブ・ファスト 【断食の時】
今地球上では、飢餓で命を落とす人は、１分間に
17 人もあると国連 FAO が報告しています。

“突出貢献奨”

松 香 光 夫
２０１９年の秋に、
中国養蜂学会
から連絡があり、
学会創立４０周
年の記念式典
を迎えるにあた
り、学会活動の
国際化に貢献し
た貴殿の功績
を認め、表彰したい。ついては１１月２６日に記念式典にお
いでいただきたい、とのことでした。
有り難くお受けしたのでしたが、なにが評価されたのだろ
うと振り返って見ました。私が母校の玉川大学に戻って数

年が経った１９７９年、学園創立５０周年の記念にミツバチ
科学研究所が設置され兼任で務めることになりました。奇
しくも、冒頭の中国養蜂学会の設立と同じ年でした。その
後、次のようなご縁がありました。
１９８０年 会報「ミツバチ科学」創刊
１９８５年 第３０回国際養蜂会議を名古屋にて開催。
１９９２年 アジア養蜂研究協会創立（以後隔年にアジア
各地で開催）
１９９３年 第３３回国際養蜂会議（北京）
２００８年 第９回アジア養蜂研究協会（杭州）
その間に、あるいはその後に日中養蜂技術交流会議や、
ミツバチ生産物安全シンポジウムを通じて、国際会議等の
開催・参加や、交流の機会にお手伝いをさせていただいた
ことが４０年にわたることになったのだなと思い返す機会に
なりました。

東京町田ＹＭＣＡ たより

＠まちだ中央公民館
★

2 月 22 日（土）部長公式訪問 2 月第 2 例会
18:30－20:30

町田市民フォーラム

4 階 AB

☆ 3/7(土)9：00～科学実験教室予習会＠町田市民フォー
ラム４Ｆ活動室

＊ 3/7（土）-8(日)次期クラブ会長・部役員研修会
＠東山荘

(個別案内)

３/09(月)13：30～ベテランティアの集い

☆

＠町田市民フォーラム
★

4階

活動室 B

3/09(月)17：30～20：30 東京町田コスモスクラブ
3 月例会＠ 町田市民フォーラム 4 階活動室 AB

★

3/13(金)18：30～東京町田ＹＭＣＡ活動委員会
＠４Ｆ活動室

☆

3/14(土)14：00～歌声ひろば＠シャロームの家

☆

３/15（日）14:00～「揚がれ希望の凧」＠玉川学園
こども広場(小田急玉川学園前駅歩 10 分)

★

３/28(土)

18:30-20:30

町田コスモス第 2 例会

☆ 2/1(土)9：00～科学実験教室
💛💛・・・・・・・・・・💛💛

予習会 「希望の凧」
新人のサポーターとして長澤久美子さん、荒巻有希
奈さん（玉川大学農学部 2 年）のお２人をスタッフと

私たちワイズメンズクラブは、世界８地域にひろがり、逞しく

して迎えて開きました。

成長する子ども達、愛と希望を育むファミリーと、よりよい地

☆
☆

2/14(金)18：30～東京町田ＹＭＣA 活動委員会

域社会の繋がりをめざす国際平和友好団体です。来る 2022 年に

＠町田市民フォーラム活動室Ａ

創立 100 年になり、世界中に約 1500 クラブで、平和な友情の発

2/8(土)14：00 第 158 回歌声ひろば＠シャロームの家

展を心がけて、活動しています。町田ボランティアセンター連

参加者:〕102 名、東日本大被災支援献金￥8,000 円

絡協議会加盟団体でもあります。皆さまのご参加・ご入会を心

☆ 2/10(月)13：30～ベテランティアの集い
＠町田市民フォーラム。新年度の会場申請、プログラム検討。
☆

2/10(月)18：30～東京町田コスモスクラブ例会日
町田市民フォーラム

4 階 AB

＊

２/15(土)後期区費納期

☆

2/15(土)10：00～第 182 回わくわく！科学実験教室
「希望の凧」＠町田市民フォーラム４階活動室ＡＢ

（会長 松香）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

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

【例 会】

松井新人のサポーターとして齊藤永遠さん、大西里

≫第 1 例会≪第 2 月曜日 18:30～20:30

奈さん（玉川大学学生）ほか３人を活動スタッフと

≫第 2 例会≪第 4 土曜日 18:30～20:30

してお迎えします。同 2 年からスタッフに参加した

会場：町田市民フォーラム 4 階町田市原町田 4-9-8

松井優希さんが、他大学大学院修士課程へ進学のた
○

例会などのご案内を差し上げます。

２/14（金） 町田 YMCA 活動委員会 18:30 活動室

2-3 月クラブ行事予定
★

から歓迎いたします。どうぞお声がけ、下記へご一報ください。

【銀行口座】

きらぼし銀行

め素晴らしい後輩にバトンタッチとなります。

新百合ヶ丘支店普通口座０２４９１３８

2/19(水)19：00～東京町田スマイリングクラブ例会

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

