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【今月のことば】
「こういうわけで、キリストは新しい契
約の仲介者なのです。それは、最初の契
約の下で犯された罪の贖いとして、キリ
ストが死んでくださったので、召された
者たちが、既に約束されている永遠の財
産を受け継ぐためにほかなりません。」
（ヘブライ人への手紙９章１５節）
チャプレン 平本善一選

東日本区理事 大久保知宏(宇都宮)
アジア太平洋地域会長
大野 勉(神戸ポート)
国際会長 キム・サンチェ(韓国 )

「 心新たにCHANGE！2022 」
・・・誰ひとり取り残さない。健やかに・・・
「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ＳＤＧｓ」
「私たちは 次の世代のために 何ができるか？」
「100 年を越えて変革しよう」
「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

【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、IBC
田畑智子、担当主事 古市健、チャプレン平本善一、直前会長松香光夫

【5月の強調テーマ】 100周年記念 ・RBM（ロールバック･マラリア) ･ BF( ブラザーフッド・ファンド)
東京町田コスモスクラブ活動方針
～心新たに ＣＨＡＮＧＥ！２０２２～

５月 第一例会
東京町田コスモス ワイズメンズ
日時：５月２日(月) 18:30～20:30
会場：ZOOM例会 URL

クラブ

誰ひとり取り残さない。健やかに

東京町田コスモスクラブ
会長 今村 路加

https://us02web.zoom.us/j/5908503983?pwd=
SG0zRjhZVFlVQ2V3RVRYdGt6VEladz09

ミーティングID: 590 850 3983
パスコード: cosmos
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ロシアのウクライナ侵攻はいよいよ長
期化しそうな気配です。先日の東新部
第3回役員会ではYMCA同盟からNHKニュ
ースで放映されたウクライナからの避
難民受け入れ支援について説明がなさ

メン
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出席率
メネット

ゲスト／ビジター

れました。世界に繋がるYMCAならでは
の取り組みであり、コスモスからもメ
ンバーのご厚志をプラスして募金に協力しました。
ワイズメン国際が参画しているRBM（ロールバックマラリア）活
動はアフリカやボルネオ島などで蚊を媒介し年間約5億人が発症し
毎日約千人の子どもたちが亡くなる熱帯病でその根絶をユニセフ・
WHOなどと連携し、蚊帳などを贈る募金協力をし現在5年間2期目の
活動となっています。
世界に目を向け幅広い活動と共に、地域でもワイズ活動を知って
いただく取り組みも進めましょう。

Happy Birthday：なし
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BFポイント

コスモスファンド

切手 75 g（平本）

オークション0円
（累計0円）
にこにこ0円
（累計0円）

95g (権藤)

4月第一例会報告
～3クラブ合同オンライン例会～
（町田スマイリング、多摩みなみ、町田コスモス）
ホストクラブ：町田スマイリング
4月20日水曜日19時00分～21時00分
出席8クラブ、23名参加の素晴らしい合同例会が
開かれました。
ZOOM>コスモス出席５＝今村会長、谷
治、松香・松香メネット、権藤／多
摩みなみ６＝石田孝次、伊藤幾夫・伊藤江理夫、
綿引康司、田中博之、深尾香子／町田スマイリン
グ４＝為我井会長、太田勝人、諏訪治邦、城田教
寛／ゲスト２＝寺沢邦彦先生、小林亮先生(玉川
大学)／
ビジター６＝中田靖泰（札幌）江口耕一郎(東
京)、小川圭一（世田谷）小口多津子
(八王子)、久保田貞視(八王子)、板
村哲也（武蔵野多摩）

活動報告、最後は為我井会長の閉鐘により例会は
終わりました。
ＱＲコードをスマホで読み取って閲
覧ができます。（YouTube限定公
開）
パソコンでご覧になる方は、こちら
4月第２例会報告
～事務会～
4月16日土曜日18時30分～20時30分
《出席者》【メンバー5名】
ZOOM>今村、権藤、加藤、富樫、松香
ウクライナ募金を町田コスモスクラブ名義で行っ
てみないかという呼びかけがメンバーからあり、
その締め切りを本日として、参加された有志の募
金の手順について打ち合わせした。
＜＜会計報告＞＞
クラブ名義で12000円を4月19日付けで振り込み
ました。また会計予算（案）を組みましたので別
途報告いたします。（会計 富樫）
茶話会報告
4月4日18時30分~20時30分
ZOOM>出席：富樫、田畑、加藤、谷治、権藤、松
香、松香メネット

４月は、３クラブ合同例会の月、今月は町田スマ
イリングがホスト役になり、為我井会長が米国の
大学で比較宗教学を教えておられる寺沢先生にお
話を頂きました。
「クリスチャンが今の労働組合。生活協同組
合、農業、農協を作った。共産党じ
ゃないです。それは日本だけじゃな
くて、韓国にも大きな影響を与えて
いくわけです。」
日本は戦争が起こる前に、海外の理論とその宗
教がどのように絡んできたのか、ＹＭＣＡはどん
な働きをしたのかを知ることができました。
最後は、ハッピーバースディの方から司会の太
田ワイズからのプレゼントが贈られました。YMCA

定例の第一月
曜日の４月４日
を取りやめにし
た日に茶話会を
しました。田畑さんの英会
話事務所の中継もあって、
楽しいひとときを過ごすこ
とが出来ました。

第５回ワイズナイトフォーラム案内
第5回 4月1６日（土）20：00～22：00
ZOOM>参加：権藤、加藤
新型コロナとワクチン情報について医療現場の担
当者からの貴重なお話が聴けました。その後は質疑

応答の時間は、集まったワイズメンの交流の場にな
りました。
1部 卓話者 江夏 一彰さま（東京武蔵野多摩）
東京都立多摩総合医療センター検査科医師・日本聖
公会司祭『講演：コロナ禍でも活きる…』
2部 パネル・ディスカッション （45分）
テーマ：北東部のCS活動
以上

東新部評議会・部役員研修会

報告

4月23日(土)13:30～16:30 zoom開催
ZOOM>出席：今村、谷治、権藤、松香、加藤
第3回東新部評議会・部役員研修会が松香部長の
開鐘により始まりました。 第3回東新部評議会は
権藤書記による司会進行により行われた。

部大会実行委員長 ＿＿＿加藤義孝 (東京)
部ヒストリアン ＿＿＿＿伊丹一之（東京むかで）
部監事＿＿＿＿＿＿＿＿ 小川圭一（東京世田谷）
部監事＿＿＿＿＿＿＿＿ 佐藤茂美（東京）
部担当主事 ＿＿＿＿＿＿小野 実（東京多摩みなみ）

→（承認）
③次期部長主題・事業計画および予算案承認の件
→（承認）
・東日本区役員会報告
・部長報告
・会計中間報告
区役員会報告の中では
①ウクライナ支援に 100 万円、
②6／4(土)5(日)の区大会はZoomとする
③会津クラブが昨年 12 月に解散
④2023 年の区大会は十勝に決定
16:20 頃から次期クラブ役員研修会は伊藤ワイズに
より司会進行が行われました。
・次年度のスケジュール
・部大会概要
・各事業主査から活動方針が示された。

まず、来賓に区理事大久保ワイズよ
りウクライナ緊急支援への強い思いの
挨拶があり、続いて、日本ＹＭＣＡ同
盟横山由利亜さんからはウクライナの
避難者をヨーロッパYMCAの連携より救
出し、日本にいる家族へ来日できたこ
との活動が報告がありました。

東新部には新しいクラブ設立の動きがあります。
・新潟クラブ
・新宿クラブ
この設立をサポートする予算編成がされており、町
田コスモスの権藤ワイズ、松香ワイズ、太田ワイズ
から熱いメッセージが送られ、次期へ引き継がれる
ことになった。
このQRからその録画を閲覧するこ
とが出来ます。
（こちらをクリックでもOK)
また東新部ワークブックがのちに
発行されます。

町田YMCA活動委員会報告
4月８日（金）

議案審議では
① 第 2 回評議会議事録承認の件
→（保留）
②次期部役員・クラブ役員承認の件
常任役員
部長＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿深尾香子（多摩みなみ）
次期部長＿＿＿＿＿＿＿城井廣邦（むかで）
直前部長＿＿＿＿＿＿＿ 松香光夫（コスモス）
部書記 ＿＿＿＿＿＿＿＿伊藤幾夫（多摩みなみ）
部会計＿ ＿＿＿＿＿＿＿綿引康司（多摩みなみ）
事業主査・専任委員他
部地域奉仕事業主査 ＿＿今村路加（東京町田コスモス）
部会員増強事業主査 ＿＿加藤義孝(東京)
部国際・交流事業主査 ＿為我井輝忠（東京町田スマイリングﾞ）
部ユース事業主査 ＿＿＿城田教寛（東京町田スマイリングﾞ）
部選出代議員＿＿＿＿ ＿松香光夫（東京町田コスモス）
部ウェブマスター ＿＿＿長澤山泰（東京）
部メネット連絡員＿＿＿菅谷一江（東京）
部 LT 委員長＿＿＿＿＿ 伊藤幾夫（東京多摩みなみ）
部ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ委員長＿＿＿ 松香光夫（東京町田コスモス）

ZOOM>出席：権藤、谷治、松香、加藤、富樫、
松本担当主事
町田ＹＭＣＡの担当主事が
新たに松本竹弘さんに変わ
り、委員一同歓迎しました。
これまでの活動の見直しコロ
ナ後の活動回復と新しい地域活動にむけて、これ
までの立ち位置・体力・プログラムを新な方向転
へ換をしていこうと確認することができました。

第25回東日本区大会 ご案内
6/4～6/5 ZOOM
東日本区理事 大久保知宏
大会実行委員長 山田公平（宇都宮クラブ）
第25回東日本区大会実行委員会ではZoomによる
開催を決定しました。参加費を無料とし、ウクラ
イナやミャンマーの人々の平和と安全を祈り、献
金に向けられればという願いも込めて決断しまし
た。6月4日（土）午前9時半から11時半まで、Zoo
mにて東日本区代議員会が開催されます。
同じ時間帯で、ユースの集い、メネット会、担
当主事の会が別々にズームで開催されます。
第25回東日本区大会は6月4日午後1時から午後5
時まで、及び翌6月5日（日）の午前9時から12:20
までZoom にて開催されます。
プログラム
東日本区大会の進行表
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
６月４日
1300 開会式、祝辞、挨拶、
メモリアル・アワー
1430 東日本区アワー１理事報告、部長報告
1545 ウクライナ情勢とワイズ・
YMCAができること
1700 終了
～～～～～～～～～～
６月５日
0830 聖日礼拝
0910 YMCAユースリーダーと共に
945 東日本区アワー２
２５周年企画、事業報告、表彰
1120 新旧役員引継ぎ式
1200 閉会式
1220 終了
～～～～～～～～～～～～～～～～～～

下記のアドレスでご参加ください。
https://us06web.zoom.us/j/87350795778?pwd=
T0RDbDM5amxWV1N2OEE4NlZPeVdwdz09

ミーティングID: 873 5079 5778
パスコード: 754857
申し込み受け付けは行いません。
ウクライナ緊急支援募金のお願い
http://tokyo.ymca.or.jp/news/2022/03/20220301.html

これからの予定（ワイズ・ＹＭＣＡ）
5/2(月) 町田コスモス第一例会＜ZOOM＞
5/13(金) 町田YMCA活動委員会18:30～20:30
5/14(土) 部役員引継ぎ会 13:30～16:30 ZOOM
5/21(土) 町田コスモス第ニ例会＜ZOOM＞
5/21(土) 第19回会員大会＜ハイブリッド＞
6/4(土) 東日本区大会 ZOOM
6/5(日 )東日本区大会 ZOOM
6/6(月)町田コスモス第一例会＜ハイブリッド＞
（玉川学園前コミュニティセンター）
卓話：田畑智子 & ジョシさんチーム
6/10(金)町田YMCA活動委員会＜ZOOM＞
6/18(土)町田コスモス第二例会＜ハイブリッド＞
（玉川学園前コミュニティセンター）
10/8(土) 部大会 13:30～17:00
7/23(土)(土) 第 1 回評議会 13:30～16:00
11/26第 2 回評議会 13:30～16:00
翌1/28(土)準備会・研修会 次期部役員準備会
翌2/4-5(土日)第3回東西日本区交流会（神戸）
翌2/25(土)EMC セミナー(仮称)13:30～16:00
翌3/25(土)次期部役員準備会(その2)
翌4/22(土)第3回評議会＆次期クラブ役員研修会
翌5/27(土)次期部事業・運営引継会15:00～

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：玉川学園コミュニティセンター （小田急線 玉川学園駅下車）
【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
町田コスモス例会がZoomのときは下記をクリックして参加ができます。
https://us02web.zoom.us/j/5908503983?pwd=SG0zRjhZVFlVQ2V3RVRYdGt6VEladz09

ミーティングID: 590 850 3983

,

パスコード: cosmos

2022年～2023年年度 クラブ役員・活動委員候補
会長:谷治,副会長:加藤,副会長:田畑,書記:権藤,会計:富樫,直前会長:今村,EMC:松香,チャプレン:
平本, 担当主事：古市：ブリテン:権藤･加藤･富樫: DBC：谷治･加藤,IBC：国際支援：田畑･松香,
CS:今村・谷治,会員増強:松香・権藤・今村:ユース:権藤・谷治,LT:権藤,YMCAサービス:権藤・加藤

