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目を上げて畑を見るがよい。
色づいて刈り入れを待ってい
る。…『一人が種を蒔き、別の
人が刈り入れる』…。あなたが
たが自分では労苦しなかったも
のを刈り入れるために、わたし
はあなたがたを遣わした。他の
人々が労苦し、あなたがたはそ
の労苦の実りにあずかってい
る。〔新共同訳聖書 ヨハネによ
る福音書４章37-38節〕」
（チャプレン平本善一選）

今村路加「

心新たに CHANGE！2022 」

・・・誰ひとり取り残さない。健やかに・・・

東新部部長

松香光夫(東京町田コスモス)
「何が問題か､どうしたら良いか､道は一つではない」
スローガン「東新部のエクステンションとSGDｓ」
東日本区理事 大久保知宏(宇都宮)「私たちは 次の世代のために 何ができるか？」
アジア太平洋地域会長 大野 勉(神戸ポート)「100 年を越えて変革しよう」
国際会長 キム・サンチェ(韓国) 「世界と共にワイズメン」
スローガン「愛と尊厳で世界を癒そう」
“Heal the World with Love & Dignity”
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【クラブ役員】
会長 今村路加、副会長 谷治英俊、書記 権藤徳彦、副書記 加藤祐一、会計 富樫紀代美、
チャプレン 平本善一、直前会長 松香光夫、IBC 田畑智子、担当主事 古市健、

【今月のテーマ】EMC-Extension ＆ YES (Youth Extension Support)
２０２１年10月 ３クラブ合同例会（第一例会）
東京町田コスモス･東京町田スマイリング･東京多摩みなみ

日時：2021年１０月１６日（月）18：30～20：30
会場：ZOOMによるWEB開催

東京町田コスモスクラブ活動方針
～心新たに ＣＨＡＮＧＥ！２０２２～
--- 誰ひとり取り残さない。健やかに

---

https://zoom.us/j/4745332601?pwd=Q2VqQ0Vqc056WlVFU3JnWW
VzemlTUT09
司会（ZOOMホスト）
開会点鐘
ワイズソング
ワイズモットー・ワイズ信条
今月の聖句・感謝の祈り
ゲスト／ビジター紹介

東京町田スマイリングクラブ
為我井輝忠会長
一 同
一 同
チャプレン平本 善一
為我井輝忠会長

会長挨拶

東京町田コスモスグクラブ
東京町田スマイリングクラブ
東京多摩みなみクラブ
松香光夫部長

東新部部長挨拶

会長

自己紹介（ひとこと）
ふりかえり（部大会）

今村 路加

参加者全員
太田勝人実行委員長他

YMCA、ニュース、アピール
今月誕生日
閉会点鐘

為我井輝忠会長

東京町田コスモスクラブ
会長 今村 路加
ようやく新型コロナウイルス蔓延拡大に伴う
緊急事態が解除されました。皆様ワクチン2回接
種お済になりましたか？これからも感染拡大防
止の取り組みは継続しなければなりません。ワ
イズ活動も十分ケアしながら取り組みましょ
う。さて今月は3クラブ合同例会が開催されま
す。ワイズメンの交流を深め地域でワイズの活
動を支え合う取り組みが広がることを願いつつ
参加しましょう。
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0円（累計0円 ０枚）
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第一例会
第二例会
日時：2021年9月6日（月）18:30～20：00
場所：玉川学園コミュニティセンター２F
出席：松香光夫、谷治英俊、権藤徳彦、富樫紀代
美、加藤祐一、古市健
ゲスト：佐藤茂美ワイズ

日時：2021年9月18日(土)18：30～20:00開催。
リモート出席：今村路加、谷治英俊、権藤徳彦、
富樫紀代美、 古市 健、松香光夫、加藤祐一
田畑智子。台風接近で例会はリモートのZoom事務
会となった。ChatWorkをみんなが使えるよう、操
作をしているところを画面共有してカーソルの動

ゲストに佐藤ワイズを迎え、卓話
のある久しぶりに充実感を覚える
例会となった。今村会長の宣言で
司会の谷治ワイズの点鐘。
ワイズソング、パソコンから今村
会長の声が鳴り響いた。
権藤ワイズの推
進するデジタル
革命に町田コス
モスが波に乗ろ
うしていると加
藤ワイズが卓話
にて、図を描きながら
その夢を表現してくれ
た。
ChatWork（チャットワ
ーク）というアプリを
全員使いこなしつつ、ある中で、そこが事務所が
変わりになる話だった。ブリテンを作る部屋、会
計を処理する部屋があっ
て、いつでも出入りができ
るのでZOOMのURLもすぐに
見つかるというものだと加
藤ワイズが説明を力説して
くれた。
その後YMCA報告会、部大会の参加で平本ワイズの
参加へと知恵を出しあった。無事、谷治ワイズの
上手なとりまとめで無事、閉館前に閉会できた。

きを全員が目で追いかけて、納得するまで繰り返
して覚えた。途中、笑い声もあって、楽しいレク
チャーになった。 田畑さんがすぐに理解して、
その様子を、スクリーンショットの画面写真をCh
atWorkにアップロードして下さった。（加藤）

第２５回

東新部部大会

東新部 第25回部大会が無事、見事に,開催されま
した。新型コロナ感染者数急増の最中、2021年9
月11日(土)13:00、当初予定の会場開催から全面
リモート・オンライン方式に切り替える感染防止
の英断をしつつも、前回を超える70名の参加者を
迎え、当初設計のプログラムは維持し、第一部学
習と研鑚と第二部フェローシップから成るプログ
ラムを見事に達成されました。その背後に、相次
ぎ派生する制約条件を、技術的支援協力の連鎖で
克服し、今後のワイズ活動展開の希望となり、新
しい集会設営のスキルを残しました。太田勝人実
行委員長並びに部大会ホスト東京町田スマイリン
グクラブ為我井輝忠会長とクラブメンバーのご尽
力、全部員参加をとの高い意識のもと、部員の一
致協力支援のお蔭でした。当初のプログラムは変
更することなく、東京ＹＭＣＡ東陽町センターに
リモート・サテライトも設置し、見事に成功され
ました。“出来ない”事が相次ぐ中、部大会にお
いて、松香部長主題の“道は一つではない”の一
端が体現されました。松香部長の開会点鐘に続き
第一部「学習と研鑚」は権藤徳彦ワイズの司会
で、東京ＹＭＣＡ菅谷淳総主事、東日本区大久保
理事、アジア太平洋地域田中博之元会長のプレゼ
ンテーションと松香光夫部長の報告、東新部加藤
義孝直前部長によ
り、部長表彰並びにC
S事業表彰状(写真)授
与。第二部は、城田
教寛ワイズ(東京町田
スマイリング)の司会
でフェローシップが
進行し、ソプラノ竹野美歩―小松仲史―武田夏也
のトリオ「The Prayer」、アルペン・ヨーデル、
伊藤幾夫さんのオカリナなど友情溢れる出演、古
市健部担当事業主任のYMCA報告、各事業主査・７
クラブ会長の活動報告があり、太田委委員長の謝
辞、深尾香子次期部長の閉会点鐘と大変有意義な
楽しさ溢れる大会となりました。わがクラブが地
域奉仕活動で受賞した支援対象の東京町田YMCAと
“町田わくわく！科学実験教室”活動をパワーポ
イントで紹介。当クラブから部長松香、会長今
村、谷治、富樫(東陽町YMCA会場）、権藤、加
藤、田畑各ワイズの参加でした。平本チャプレン

も自宅参加をと谷治・加藤両ワイズの努力もあ
り、総て感謝でした。(権藤)

東新部第25回部大会ZOOM参加の皆様2021.10 .11.
～

心新たに CHANGE ! 2022 ～
＝ 向い風も ヨットは遡る ＝
▶ 第１四半期が過ぎ、「希望」が生れました。
松香部長年度７月から始まって８月、９月と３カ
月が経て、行動パターンは、はっきり新しい生き
方の未来形に、変革する道が見えてきました。そ
して、この10月から、来期への準備・設計・研修
が始まり、あと2か月を残して、2022年「ワイズ
国際協会創立100年」に入ります。
▶ワイズは、社会の大変容に伍して「今年」2021
年は、地球の、世界の、日本の、ワイズメン国際
の、東京町田コスモスクラブの、これまでの歴史
に画される年になることが伺えます。日本だけで
も、歴史の結節点となるネガとポジが続発した年
になりました。新しい機能型奉仕事業体をしっか
り摑み、生命に向き合い次世代に繋ぎましょう。
▶東京町田コスモスクラブには、７月～８月に、
２名の素晴らしい新会員を迎えました。メンバー
一人ひとり皆、夫々、“心新たに”、新しい志を
立て、新しい環境に生き、新しい道を歩み始めま
した。リハビリ中の会員も含め、“わたし”が生
きる毎日に出会う直下型変動と言えます。ご一緒

に、克服もまた共有型ですから、クラブの主題が
活きています。
▶９月11日、東新部部大会で、今の時の変革はガ
リレオの地動説、実はコペルニクスの地動周動説
発見に相当する変動である、とは東京YMCA菅谷淳
総主事のメッセージでした。この新しい文化の手
応えを大切にしたい。YMCAと、新しいクラブのエ
クステンションにも、この新しいリーダーシップ
で、新しい2022年、次のワイズ100年に向かい、
その世代のワイズ新クラブを生み出し、持続性を
次代に繋ぐために動き出しましょう。(権藤徳彦)

http://tokyo.ymca.or.jp/support/2021/07/2021
07
写真投稿のお願い
同じ会場に集まれない代わりに、みなさまの
様子をSNSでシェアします。
歩いている様子、チームのご紹介など、

ＹＭＣＡニュース
担当主事

古市 健

◆第３５回YMCAインターナショナル・
チャリティーラン2021
１0月23日から始まる新型チャリティーランに
参加と支援をよろしくお願いします。
みんなで歩こう！2021チャリティーラン
開催日
2021年10月23日（土）～10月31日（日） 計9日間
競技ルール
1.上記9日間の開催期間中に自由に歩き、歩数の多
さを競います。

◆YMCA フレンドシップ募金

フレンドシップファンド ～子どもたち
を経済的に支援 ... - 東 …
tokyo.ymca.or.jp/support/friendshipfund.html
「フレンドシップファンド」は、経済的な理由により、東京YM
CAの活動に参加できない子どもたちに、参加費の全額も
しくは一部を補助するための基金です。

2.1チーム6人～20人（女性2人以上含む）でご参加い
ただき、チームの平均歩数で競います。

◆町田わくわく！科学実験教室 11月20日(土)am

今後の予定

※企業・団体・学校・同好会など、どなたでも参
加いただけます。
3.歩数のカウントには、スマホ用歩数計アプリ「Reno
Body」を使用します。
※スマホをお持ちでない方はご相談ください。
詳細は下記「競技規則」をご覧ください。
真や文章を事務局へお送りください。
ご希望であれば取材にうかがいます。(詳細下記URLで)

＊11月1日(月)18:30-20:30 コスモス第１例会
玉川学園コミュニティーセンター＆ZOOM
＊12月11日(土) 15:00-18:00
東京町田YMCA主催「市民クリスマスの集い」
会場・日本キリスト教団 原町田教会
共催・東京町田コスモス、東京多摩みなみ、
東京町田スマイリングワイズメンズクラブ

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
≫第 1
例会≪第１月曜日 18:30～20:30
≫第 2
例会≪第３土曜日 18:30～20:30
例会場：町田市民フォーラム 4階 町田市原町田 4-9-8
【銀行口座】きらぼし銀行 玉川学園支店 0137 普通口座 060-5048617
東京町田コスモスワイズメンズクラブ

