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今月の聖句
「今日 ダビデの町であなたが
たのために救い主がお生まれに
なった。この方こそ 主メシア
である。
」

Chartered in May 1996

【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。」
≫

2018～2019 年度

主題

≪

クラブ会長 松香光夫「コスモスはどのように咲くのか」
東新部部長 神保伊和雄(東京むかで) 「ワイズの楽しみは、今、そしてこれから」
東日本区理事 宮内友弥(東京武蔵野多摩)
「為せば、成る」”No challenge,NO fruit”
アジア地域会長 田中博之(東京多摩みなみ) “ＡＣＴＩＯＮ！”
国 際 会 長 Moon Sang Bong(韓国)「私たちは変えられる」
“Yes, We Can change!”
【クラブ役員】会長 松香光夫 副会長 今村路加 直前会長（松香光夫）

(ルカによる福音書２章 11 節)

書記 権藤徳彦

会計 中移庸介

担当主事 保坂弘志

今月のテーマ ： 強調月間 ＥＭＣ／ＭＣ
２０１８年 12 月例会
東京町田 YMCA 市民クリスマスの集い
次 第
日時：2018 年 12 月 8 日（土）17:30～20:30
場所：原町田教会・幼稚園ホール
受付 松香光夫、富樫紀代美

第 1 部 17:30-18:00 クリスマス礼拝
式次第は別紙参照

第２部 18:30―20:30 クリスマス祝会
司会 今村路加
開会点鐘
東京町田コスモス会長 松香光夫
参加者紹介
東京町田 YMCA 権藤徳彦
食泉感謝
東京町田スマイリング担当主事
諏訪治邦
会食・交流
一 同
YMCA 募金支援献金贈呈:礼拝献金、歌声ひろば
みんなでキャロル 原町田教会ジュニア聖歌隊
リードボーカルソプラノ谷口美歩
バリトン竹尾信吉
伴奏・桑原良子/宇塚治夫
クリスマス・プレゼント交換
讃美歌 「きよし このよる」 一 同
閉会点鐘 東京町田スマイリング会長
太田勝人

巻 頭 言
会長・松香光夫
今月の強調ポイントはクラブメンバーの増強・維
持啓発となります。元の意味合いはExtensionで
すから、クラブ拡張に繋がるものです。私たちは、
最近の１年の間、新クラブの設立に向けて力を注
ぎ、去る１１月１８日に、東京町田スマイリングワイ
ズメンズクラブの設立にこぎ着けました（別項参
照）。
これに満足せず、今月の強調ポイントにあるよ
うに、私たち自身のクラブメンバーの獲得を次の
目標にして会員増強活動を続けていきましょう。
日頃のボランティア活動を共にしておられる
方、あるいはそういう活動に理解のある方、社会
活動をやってみたい、あるいは関心がある方など
がお近くにいらっしゃいませんか。
新しい目で周囲を見回してみましょう．そして
良い仲間になってもらえるように誘ってみてくださ
い。仲間が増えるという幸せを求めて進みましょ
う。

参加費 1,000 円/人
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11 月行事・報告

例会報告
11/12(月)18：30～20：30
＠町田市民フォーラム活動室Ａ
出席者７名有田、権藤、富樫、平本、松香、谷治、保坂
ゲスト 1 名 大田勝人(東京世田谷クラブ・新クラブ会長)

東新部部大会で表彰された表彰状の
紹介。
新クラブ（東京スマイリングクラブ）設立総会準備状況を新ク
ラブ設立委員長（松香）、太田勝人新クラブ会長から報告があ
った。特に 11 名の新メンバーの紹介などがなされた。
東京町田コスモスクラブは新クラブのスポンサークラブとし
て他の２クラブと同じ祝い金 5 万円を拠出した。これに伴い会
計報告を第２例会（11/24）ですることになった。
スマイルが周り閉会点鐘、記念撮影。

ワイズ・ニュース
① 「東京町田スマイリング ワイズメンズクラブ設立総会」
11 月 18 日(日)18：00-20：30
＠町田市民フォーラム 4 階 講習室
出席者：56 名：東京町田コスモス（有田、今村、権藤、平本、
松香、谷治）

町田地域に新クラブ誕生！！
その名は東京町田スマイリングワイズメンズクラブ。
コスモスクラブは、まちだクラブの子クラブとして 1996 年
に設立されました。20 年経ってメンバー数の減少と高齢化
が、ワイズメンズクラブに共通の現象になってきたところか

ら、これに抗するため各部に新クラブ設立による会員拡充
（エクステンション）委員会が置かれるようになり、町田地域
にも新しいクラブの設立が求められ、周辺のクラブから発
起人が集まり、2017 年９月に発起人会、11 月に設立準備
委員会が組織されました。町田地域には、人的ポテンシャ
ルが十分にあるということからコスモスクラブから松香が準
備委員長になり、東京、厚木、むかで、世田谷、多摩みな
み、八王子などの各クラブから委員に加わっていただいて、
毎月集まって新クラブの組織のあり方や新メンバー候補の
勧誘などの準備を進めました。残念だったのは、まちだクラ
ブの後藤会長が体調を崩されて、諸般の事情の判断から、
新クラブの成立を待たずにコスモスクラブと６月末に合併を
決定したことでした。
2018 年４月からは、準備委員に、新メンバー候補を加え
て準備例会を開催することとなりました。８月以後は新メン
バーが主体となって、クラブの目的、名称、会費、会則活
動内容や、設立総会のことなどが話し合われ、11 月 18 日
の設立総会に至りました。
この時点で、新クラブの会員は１１名。クラブの名称は複
数の案の中から、スマイルを基本として、輪になって団結し
ようという意味合いを加えて、冒頭の東京町田スマイリング
ワイズメンズクラブとなりました。
（松香会長）
東京町田スマイリングクラブの設立総会
現東日本区 6０番目、現東新部で 7 番目の新しい、未来
に生きる熱い志のメンバー11 名のワイズメンズクラブが誕
生しました。
司会・太田勝人東新部エクステンション委員会委員長・
設立準備委員(東京世田谷)の開会の辞、準備委員権藤
徳彦(東京町田コスモス)による開会点鐘に続き、スポンサ
ー３クラブ(東京・東京町田コスモス・厚木クラブ)各会長の
ご挨拶後、新クラブ設立総会の議長・書記選出によって、
新クラブ会員名簿署名、役員と会則・新年度予算がめでた
く承認されました。
56 名もの多くのゲスト・ビジターのご出席を頂き、東京
YMCA 菅谷淳総主事、ワイズ国際議員・アジア太平洋エリ
ア田中博之会長、東日本区宮内友弥理事、東新部神保
伊和雄部長、西日本区宝塚クラブ(DBC)の青柳美知子会
長から新クラブ設立と新メンバーに心温まる御祝辞と励ま
しがありました。新クラブ太田会長から紹介された。
この新クラブのイレブンは、それぞれに、地域の子ども
達やシニアと YMCA の活動や福祉事業の最先端で、いの
ちに寄り添い明日を励ます日々多忙な活動家のクラブの
発足です。年代も 20 歳(教師志望の農学部 3 年生)からソ
プラノとバリトンの声楽家さらに 70 代に連なる豊かな特色も
持つクラブですから、新しい時代の生き方とクラブ活動と展
開が期待されます。
記念撮影後、バリトン竹尾信吉さんの司会により、お祝
のメッセージ、諏訪治邦担当主事の食前感謝と続き、乾杯
で懇親の時がもたれ、東京多摩みなみ・東京八王子クラブ
のお支えにも感謝しつつ、新クラブ為我井輝忠副会長の
お礼の言葉とソプラノでピアニスト谷口美歩さんの伴奏で
YMCA の歌を斉唱し、2 月 24 日(日)15 時「玉川学園さくら
んぼホール」におけるチャーターナイトに期待を高めつつ、
喜びと緊張と感動の設立総会を終えることができました。
(権藤ワイズ)

東京町田スマイリングクラブ設立総会によせて
１１名の会員を迎えて、女性会員が多いクラブとし
て多様な職業の人、 町田地元ですでに活躍している
人など元気に秋晴れの中、56 名のワイズメンにみまも
られてのスタートです。本当におめでとうございます。
目的は国際奉仕団体である、ワイメンズクラブ国際
協会の一員として世界に羽ばたいていただきたいと思
います。町田には町田 YMCA の建物はありませんが、町
田ＹＭＣＡプログラムは ＹＭＣＡ精神に基づいて、
色々と活躍の場所があります。ぜひ 一緒に活動いた
しましょう。よろしくお願いいたします。
（谷治ワイズ）
まちだに新しい Y's men's club
まちだで活動する新しい奉仕ボランティア団体が設
立されました。東京町田スマイリングワイズメンズク
ラブです。YMCA に連なる小さなボランティア団体が大
きく成長し活躍されることを願います。 私も町田の発
展のために協働して活動して参ります。
(今村ワイズ）
ワイズドットコムより
昨年の 9 月より、東新部で設立の準備を進めてまい
りました「（仮）東京町田スマイリングワイズメンズク
ラブ」が、このたび設立総会を行いました。昨年度に
栗本直前理事の提唱で、各部に「エクステンション委
員会」が設置されて以来、新クラブの設立に向けての
活動が行われてきましたが、初めての成果が東新部で
実現しました。今年度から、新クラブを設立できる人
数が 5 人からとなりましたが、東京町田スマイリング
クラブの会員は 11 名での発足です。2018 年 11 月 18
日（日）午後 6 時から、56 名の皆様が集まり、町田市
民フォーラムの４階講習室において設立総会が開かれ
ました。総会議事により、新クラブのクラブ会則、ク
ラブ役員、クラブ予算が承認され、太田勝人ワイズ（現・
東京世田谷クラブ）が初代会長に就任いたしました。
その後、田中博之・アジア太平洋地域会長、宮内友弥・
東日本区理事、菅谷淳・東京ＹＭＣＡ総主事、伊丹一
之・会員増強事業主任、神保伊和雄・東新部部長が、そ
れぞれの立場で祝辞を述べました。新会員は、様々な
分野で、多彩なタレントの持ち主が集まり、今後に期
待が持てると思います。なお、チャーターナイトは、
2019 年 2 月 24 日（日）午後 3 時より、玉川学園さく
らんぼホールで開催の予定です。どうぞご予定に入れ
てください。
会員増強事業主任：伊丹一之
ブラザーズクラブ:宝塚クラブからのお礼
１８日のお喜びの日
の写真お送りいただき
ありがとうございまし
た。お心のこもった設
立総会でしたね。関係
者みなさまの情熱とご
努力の賜物ですもの、
大きなお喜びを共にさせていただき本当に光栄でし
た！
２１日の宝塚クラブの事務例会の折に報告させても

らいました。今後も良きお交わり出来ますように。
クラブの皆様にもよろしくお伝えください。
宝塚クラブ会長 青柳美知子

② 「東新部第 2 回評議会」
11/17（土）13:30～16:30
＠東京 YMCA 本部事務所(西早稲田)
③ 「東京町田コスモス 11 月第 2 例会」
11/24(土)18:30－20：30
@町田市民フォーラム 4 階 B
参加者：松香、権藤、富樫、谷治
・10－11 月の諸報告、各出席者・人数など確認
・１２/8 市民クリスマスの当日の役割分担、時間配
分について意見交換がされた。
・1/5(土)在京新年会の申し込みは、12/8 に￥5000 円
を松香会長に。クラブでまとめて申し込んでいた
だく。
・新クラブ設立総会出席者＆会計のとりまとめ進行
中とのこと
・コスモスの会計状況＆対策の件
・12 月号ブリテン、プリント配布１２/8（合同例会）
を予定。そのために「東京町田スマイリングクラブ
設立総会に出席して」思うことを出席者：谷治ワイ
ズ、松香ワイズにお願いがされた、11／12 本例会
集合写真に加える有田ワイズの写真は富樫が用意
・12 月懇親会 次期会長/役員候補・・・・長と副を
推薦したい。なお、懇親会は、12/19 （水）松香宅
にて町田スマイリングクラブ第 2 例会および、町
田コスモスクラブ第 2 例会を同時に開催すること
を確認した
（富樫ワイズ）

町田 YMCA 活動ニュース
① 「科学実験教室予習会」
2018 年 11 月 3 日（土）
＠町田市民フォーラム
「ヘロンの噴水」は、子どもたちが、驚きながら
興味をもって、たくさんの？？を各人で確かめるこ
とができる素晴らしいキットです。話の入り口は、
自然の滝や、人工の巨大ダムなどかもしれません
が、重力で下に落ちる水が、何と、自然の力で、天
を向いて噴き上がるのです。しかも、反転してあそ
び続けられる！ここがドクター・ユウーゴのすごい
アイディアです。どうぞ、子どもたちと一緒に楽し
んみましょう。アジアの高地で、毎日何時間もかか
って子ども達が谷間に生活の水汲みをしなければな
らない村々もあります。同じ原理を役立てて、水流
の力で、水を高いところに汲み上げる水車や、揚水
ポンプもあります。
（権藤ディレクター）
② 「歌声ひろば１２周年記念チャリティコンサート」
11/10(土) 14：00～
＠社会福祉法人 紫苑の会 「シャロームの家」
出席者 117 名
③ 「11 月ベテランティアの集い」
11/12(月)13：30～
＠町田市民フォーラム講習室
参加者：平田、小林、権藤

内容：V23 反省、クリスマスについて他
④ 「科学実験教室」

2018 年 11 月 17 日(土)
＠町田市民フォーラム
「へロンの噴水」実験の様子

★1/11(金)18：30～東京町田ＹＭＣA 活動委員会
☆1/12(土)14：00～歌声ひろば＠シャロームの家
☆1/14(月)13：30～ベテランティアの集い
☆1/14(月)午後 ボラ連絡代表者会議
○1/16(水)18：30～新クラブ（東京町田スマイリングクラ
ブ）例会＠まちだ中央公民館
☆1/19(土)10：00～科学実験教室：色のファンタジー
◎1/26(土)18：30～東京町田コスモスクラブ第 2 例会
（以上 富樫ワイズ）

東京ＹＭＣＡだより

（権藤ディレクター）

12 月-１月行事予定
☆＝東京町田 YMCA 活動 ◎＝東京町田コスモス活動
◯＝関係ワイズ活動
☆12/8(土)14：00 歌声ひろば＠シャロームの家
☆◎○12/8(土)市民クリスマスの集い 17 時開場 17：30～
18：00 クリスマス礼拝 18：30～20：30 祝会・市民クリ
スマスの集い＠原町田教会＜東京町田 YMCA・町田コス
モスクラブ・町田スマイリングクラブ合同例会＞
☆12/10(月)ベテランティアの集い
☆12/10(月)午後 ボラ連絡代表者会議(町田Ｙ伊藤氏参加
予定）
○◎12/19(水)18：30～松香宅 新クラブ（町田スマイリ
ングクラブ）第 2 例会・町田コスモス第 2 例会［22 日
（土）代替］
☆1/5(土)9：00 科学実験教室予習会
◎1/5(土)会長会 12：30～在京ワイズ合同新年会
＠京王プラザホテル八王子
（東京町田コスモス 1 月本例会とする 14（月）を代替）

○報告
・11 月 15 日「ＹＭＣＡ／ＹＷＣＡ合同祈祷週礼拝」
東京ＹＷＣＡ、在日本韓国ＹＭＣＡ、東京ＹＭＣ
Ａの共催で、東京ＹＷＣＡカフマンホールを会場に開
催され、約 60 名が集いました。野田沢牧師（日本基
督教団学生キリスト教友愛会牧師・学校法人東京ＹＭ
ＣＡ学院評議員）に、今年のテーマ「ユースエンパワ
メントが世界を変える～限りない可能性を信じて～」
に沿った説教をいただき礼拝しました。席上献金は、
日本基督教団北海教区の北海道胆振東部地震被災者支
援活動のためにささげられました。第２部では懇親の
時を持ち、各ＹＭＣＡ、ＹＷＣＡからアピールもあり
交流を深めました。
・11 月 23 日～25 日「第 20 回日本ＹＭＣＡ大会」
日本ＹＭＣＡ同盟東山荘で開催され、全国のＹＭ
ＣＡから会員やユースリーダー、職員など計約 250
名が集い、東京ＹＭＣＡからも 31 名が参加した。ユ
ースが中心となって企画、運営を行い、「つどえ東山
荘に“～すべての”Ｙ“がつながる日～」の全体テ
ーマのもと、テーマ別セッション、グループタイ
ム、ワールドカフェ等が持たれ、学びと交流が促さ
れた。期間中に全国の永年継続会員や特別功労者へ
の表彰も行われました。
今後の主な行事日程
・国際クリスマス会(International Christmas
Party)12 月 15 日（東陽町センター）
・第 13 回子育て講演会「子育てハッピートーク」
（講師：河村都氏）1 月 19 日（しののめ YMCA 子ども園）
・新春特別午餐会（卓話者：久米小百合氏）
1 月 25 日（学士会館）

(担当主事

例会日：本例会 第２月曜日 118:30～20:30 場所：町田市民フォーラム 4 階 町田市原町田 4-9-8
第 2 例会 第４土曜日 18:30～20:30 場所：町田市民フォーラム 4 階 町田市原町田 4-9-8
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
会費送金口座：ゆうちょ銀行、店名・〇一八（マルイチハチ）
口座番号 42284871(郵貯カード使用)
01842284874（他口座から）→末尾の「1」は不要です
口座名・東京コスモスワイズメンズクラブ中移庸介（ナカウツリヨウスケ）

保坂)

