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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。」
≫ 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!”

「だれかが弱っているな
ら、わたしは弱らないでい
られるでしょうか。だれか
がつまずくなら、わたしが
心を燃やさないでいられる
でしょうか。
」

【クラブ役員】会長

松香光夫 副会長 今村路加

書記 権藤徳彦

(コリント信徒への手紙ニ 11 章２9 節)

直前会長（松香光夫）

会計 中移庸介

担当主事 保坂弘志

【今月のテーマ】強調月間 TOF（Time of Fast）

巻 頭 言
会長 松香 光夫
ロヒンギャの親子 UNHCR

２０１９年 ２月例会
次 第
日時：2019 年２月 11 日（月 18:30～20:30
会場：町田市民フォーラム 4 階 講習室
会費：¥1000 円
受付 富樫紀代美 司会 谷治英俊
開会点鐘
副会長 今村路加
ワイズソング
一 同
ワイズの信条
一 同
聖句朗読・感謝の祈り
会長挨拶
ビジター紹介
ＴＯＦ会食 ～感謝しつつ懇談します～ 一 同
報告/アピール
担当主事・各員
ハッピーバースデイ
スマイル
ドライバー富樫紀代美
閉会点鐘
副会長 今村路加
参加費 1,000 円/人
(出欠連絡 090‐7274‐3299 松香)

２月 Happy Birthday：3 日
1
月
デ
｜
タ

在籍
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６名

権藤・富樫・平本
保坂・松香・谷治

保坂弘志さん

例 メン
６名
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名
出席率
78％
出 メネット
0名
席 ｹﾞｽﾄ/ﾋﾞｼﾞﾀｰ 1名

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間と分かち
合う基本を確認したいと思います。またこの気
持ちを、別の形で表わそうとする時、その代表
的なものは献金でしょう。これをさらにもう少
し拡げて、ファンドづくりを考えてみたいと思
います。
私の知り合いには、養蜂家だったり、ミツバ
チ生産物を扱っている仲間がいます。これらを
紹介しながら、なにがしかの利益を生む形で活
動のための資金としてみようと思うのです。近
いうちに、ハチミツローヤルゼリー、プロポリ
スなどを割引価格でお勧めしたいと思います
ので、ご利用ください。

18 日谷治英俊さん
Ｂ Ｆ ポイント
切手
g (累計
g)
現金(含書損ﾊｶﾞｷ等換金分)
円 (累計
円)
ｶｰﾄﾞ
0枚(累計
0枚)

ファンド
ｵｰｸｼｮﾝ
0円
(累計
0円)
フォト
0円
(累計円)

コスモスファンド 3,055 円（累計 29,786）

～新年在京ワイズ会長会～
【１月例会/在京ワイズ合同新年会報告】
１月５日(土)12：30～15：30（受付 12：00～）京王プラザ
ホテル八王子で(ホスト・東京多摩みなみクラブ)が晴れ
やかに開かれました。松香・保坂平本・富樫・谷治・権
藤） 6 名が出席し、総勢 140 名が集まり、新年を祝
い、また近づく 2 月 24 日（日）の「東京町田スマイリ
ングクラブ・チャーターナイト」のアピールをしました。第
1 部礼拝では新年にふさわしく「夢を描こう～共に生き
るために」というメッセージを恵泉女学園大学 宇野 緑

同日先行して恒例の新年在京会長会が 10：00 から

牧師から頂きました。第 2 部の注目はアトラクションの

行われ松香会長・保坂担当主事が出席し、また、同午

紙芝居、昔懐かしい自転車スタイルで各地の元気起こ

前に東京町田 YMCA では、科学実験教室プログラム

しに活躍の「紙芝居使“せんべいさん”」の楽しい実演

予習会(町田市民フォーラム、6 名)に権藤ワイズが出

があり、懇親会で多彩な料理でもてなされ、ワイズメン

席されました。

記：富樫

ズ国際協会「第 28 回アジア太平洋地域大会」のアピ
ールがあり、最後は東京みなみクラブ会長 深尾香子

【 第 2 例会 開催記録 】

氏が歓迎と感謝の言葉を述べられ、閉会点鐘となりまし

1 月 26 日（土）18：30～町田市民フォーラム活動室 B

た。

にて 出席者 5 名（権藤・富樫・松香・谷治・南センター
YMCA 会員加藤）
（A） 東京町田スマイリングのチャーターをしっかり継
続支援します
（B） 「自クラブの活動システム」を簡素で円滑な形にし
よう
1、「例会日」を 7 月から第 2 月曜日 17：30～20：30 に
集中し、引き続き重ねて開催する。【多少の時間差を
許容し出席率と効率よい例会ができる形にする】
2、「会計システム」の改良（逐次、簡潔に適宜報告でき

中央・太田勝人新クラブ会長、左へ城田教寛(新)、富

る方式）

樫・権藤、中央から右へ松香会長・為我井輝忠(新)・谷

3、「出欠・行動の連絡」を確実に執る方策をつくる。

治の各メンバー

4、「ブリテン」・DBC・IBC 交歓の定期化を検討する。
5、「クラブ・ファンド」を少しずつ具体化し再開しよう。
６、「２５周年＠２０２１」を機会に、個性がつながるクラ
ブ力を、継承型に再設計したい

（C）「次期会長・クラブ役員候補選出」を協議した
（上記（Ｂ）を年頭に）
次期会長候補： 今村路加
〃

副会長： 松香光夫

（新）

＊

（直前会長）

＊今村ワイズ本人の会長受諾がない場合、松香が継続

右自転車紙芝居演台と紙芝居使笑顔の“せんべいさ

〃

書 記： 権藤徳彦（継続）

ん“左から為我井・松香・平本・富樫・谷治・権藤の各ワ

〃

副書記：富樫紀代美（新）

イズ(撮影：東京山手クラブ飯野ワイズ)

〃

会 計： 谷治英俊（新）

〃

副会計：中移庸介（直前会計）

次期幹事： 有田士朗（継続）

〃

担当主事：保坂弘志（継続）

〃

チャプレン：平本善一（継続）

＊次期会長は東日本区の次期部役員研修会（3/9-

おめでとう！チャーター・ナイト
「東京町田スマイリングワイズメンズクラブ」

10）に出席義務者となります。
上記は２月例会に承認が必要となります。
記：松香〔0202〕
ワイズ交流
湘南・沖縄部合同新年会に参席

2 月 24 日〔日〕玉川学園「さくらんぼホール」
15:00 準備集合 12:30、受付 14:30 開会 15:0018:00
新クラブメンバーの皆さんも例会でチャーターナイトの
準備をわくわくしながら進めています。
ご臨席をお待ちしてます。
～・～・～・～・～～・～・～・～・～～・～・～・～・～
東京八王子クラブ主催チャリティー
1 月 12 日(土)横浜・中華街にて、佐藤節子部長(厚木

スプリイグ・コンサート

クラブ)主催、厚木クラブホストで開催されました。
「東京町田スマイリングクラブ」設立で共同スポンサーを
共にして下さった小松仲史会長から、その２/24 のチ
ャーター・ナイトのアピールもあり、続いて、湘南・沖縄
部にも「仮)横浜つるみクラブ」の設立のニュースが横浜
つづきクラブの辻剛(EMC・LT 委員長) から発表があ
り、町田コスモスにつながる両クラブの奮闘に敬意を表
しました。
～・～・～・～・～～・～・～・～・～～・～・～・～・～

東京YCMA”liby”(リビー)・コンサート

3月16日(土)13:30開場・14:00開演
ICBL(国際地雷廃絶キャンペーン)から21年目
＠京王線北野駅前八王子市北野市民センター

東新部第 3 回 Y・Y・Y キャンプ 5 月 18 日~21 日

お支え下さい。元東京 YMCA まちだセンターの不
登校児「親の会」発祥の願いは YMCA とワイズメ
ンの協働で続いています。

体（町田市社協、町田ボランティア連絡協議会、玉川学園

YMCA ニュース

社協）に支えられています。

連絡：090－2452－2134（伊藤）

東京町田ＹＭＣＡ

★ベテランティア 1 月の集い

★ わくわく！科学実験教室「色のファンタジー」

1 月 11 日(月)は、3 名で開きました。

1/17(土)市民フォーラム、自動 15 名、保護者 4 名

町田市ボランティアセンターに集まって、楽しく懇談す

ボランティアサポーター6 名の参加でした。

る中で貴重なアドバイスが頂けるご常連の方々です。

保護者さんも内心びっくりのオリジナル・キット、
子ども達は実験に夢中に楽しみました。

平田・富樫・南・小林・中川・阿部の皆さま
（11/12）

★次回２/16(土)10:00 市民フォーラムで「希望の凧」を
作ります。
私たちは「被災地の方々のことを忘れてはいませ

東京 YMCA

ん！」という思いを“希望の凧揚げ”というかたちで、今

★報告：1 月 25 日(金)

年も全国の YMCA に連なる仲間と共にお伝えしたい

ソシアス 2018・新春午餐会 久米小百合氏講演会会

と考えています。

員協議会「10 年後の YMCA を語ろう」会場：学士会

★ 開催予告：＝東日本大震災復興支援＝

館で開催された。

3.11 から 8 年! “揚がれ！希望の凧 2019”
を開催して「私たちは被災地の方々のことを忘れては

★３月 2 日（土）第 2０回 liby チャリティー・コンサー

いません！」 のエールを送ります：

ト於 阿佐ヶ谷教会

日時：3 月 10 日(日) 14：00 集合～15：30

★3 月 2 日（土）東京 YMCA 発達障害研究所

会場：玉川学園「こども広場」（雨天決行）
「凧」は準備しています。持参しても揚げます。

「田中哲氏講演会」
YMCA：＜:http://tokyo.ymca.or.jp/＞へどうぞ

町田 YMCA 主催で開催(雨天決行)します。
3 ワイズメンズクラブの共催(東京町田スマイリング・東京
多摩みなみ・東京町田コスモス)、協賛 8 団体、後援 3 団

・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～

例会日：本例会
第 2 例会

第２月曜日 18:30～20:30 場所：町田市民フォーラム 4 階
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
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）

