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今村路加「

クラブ会長

聖 句 ＞

東新部部長

割礼の有無は問題ではありませ
ん。大事なのは、新しく造られ
ることです。この基準に従って
進む人々の上に、また、神のイ
スラエルの上に、平和と憐れみ
がありますように。
(ガラテアの信徒への手紙６章
15-16 節、
チャプレン平本善一選）

心新たに CHANGE！2022 」

・・・誰ひとり取り残さない。健やかに・・・

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、
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

【今月のテーマ】EF（Endowment Fund）、JEF(東日本区ワイズ基金)､PWA Legacy
２０２２年 1 月 第一例会
日時：2022 年１月１0 日（月）18：30～20：30
会場：ZOOM による WEB 開催（URL 末頁に掲載）
司会
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

直前会長
会長

チャプレン
会長

松香光夫
今村 路加
一 同
一 同
平本 善一
今村 路加

会長挨拶

会長

今村 路加

卓話

「一枚のお便りから」
～新クラブへの望み～

権頭徳彦

ショートスピーチ

～新年の想い～

YMCA、ニュース、アピール

古市 健

今月ハッピーバースディ
閉会点鐘

ドライバー
会長

/ 権藤徳彦
富樫紀代美
今村 路加

１月
12

月
デ
｜
タ

在籍 ９名
出席 ７名

例
会
出
席

参加者一同

メン
メーキャップ

出席率
メネット

ゲスト／ビジター

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 --東京町田コスモスクラブ
会長 今村 路加
2022 年の新しい年を迎え
ました。2020 年に予定され
ていた東京オリンピック・
パラリンピックは 1 年延期
しても開催の賛否が分か
れ、2021 年無観客で開催さ
れたものの、新型コロナ感
染症は収まることはありませんでした。この新
型コロナ感染症ウイルスは新たな変異を繰り返
し、人類は戦いの最中です。それでもこの約 2
年間、私たちのワイズ活動は時に休止したり、
リモートや感染対策を整え対面したりと、工夫
して続けることが出来ました。2022 年も皆様の
知恵と行動でワイズ活動・奉仕して行きましょ
う。

Happy Birthday：6 日
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77％
0名
1名

田畑智子

BF ポイント

コスモスファンド

切手 75 g（平本）、
95g (権藤)

オークション 0 円
（累計 0 円）
にこにこ 0 円（累計 0
円）

======================================
12 月第一例会報告
～市民クリスマス～
(町田 YMCA)
【３クラブ合同例会（町田コスモス、町田スマイ
リング、多摩みなみ） ホスト 町田コスモス】
======================================
日時:12 月 11 日(土)15:00～17:00 場所:ZOOM＋
原町田教会
《出席者》町田コスモス：今村、松香、加藤、富
樫、田畑、権藤；田畑望/子（古市）／多摩みな
み：伊藤、田中、綿引、藤田・藤田、伊藤/子；
Ｚ深尾／町田スマイリング：竹野、竹尾、竹野裕
之、（太田）、（為我井）、（城田）／厚木：小
松、町田ＹＭＣＡ：小林、秋永、南、高崎かお
り、／教会：宮島、桑原、桑原一(はじめ)
（会場参加 26 名、括弧は ZOOM 参加 5 名、ビジ
ター7 名）その他会費を納めて欠席：尾張

晴天の下、ひときわ白く輝く建物が、目に飛び
込むと、そこが町田市民クリスマスの会場、原町
田教会である。建て替えたばかりの礼拝堂、広い
ホールには最新の設備を整えて、ZOOM のハイブ
リットの準備ができて、皆さんを迎えました。こ
の町田市民クリスマスは昨年はコロナ禍で中止だ
ったが、恒例のもの。町田コスモスクラブが一年
で一番エネルギーを注ぐときでもある。そして町
田スマイリング、多摩みなみを加えた３クラブ合
同例会でもある。

いろんな思いと願いを込めたこのイベントは、
ZOOM 参加者を加えて総勢２４名の参加と素晴ら
しい歌声、マリンバ演奏と各クラブの楽しい交流
もあって大成功に終わりました。
こんなにも大成功に終わったのは、町田コスモ
スの権藤ワイズが率いる町田 YMCA 活動委員会
と町田スマイリングと多摩みなみの支援と協力が
あった賜物でした。特に多摩みなみの田中ワイズ
との町田コスモスの加藤ワイズのそれぞれの自前
の機材持ち込みとこのために町田コスモスが
ZOOM Pro 契約を今村会長の決断により見事にリ
アルとリモートの素晴らしいハイブリットを実現
させました。特に驚くことに、司会はリモート参
加の古市担当主事。キレがあって、スムーズな進
行を成し遂げました。
なんと言っても竹野美歩・竹尾信吉さんによる
「アヴェ・マリア」などの賛歌、来場者の心を魅
了にしました。その素晴らしさに宮島牧師が大絶
賛いたしました。新しい場所で、このような喜び
あふれる時間を持てたことは本当に思い出に残る
クリスマスであったと思います。（記 加藤ワイ
ズ）
======================================
11 月第ニ例会報告
【事務会】
======================================
日時:11 月 27 日(土)18:30～20:30 場所:ZOOM
《出席者》【メンバー5 名】ZOOM>今村、権
藤、加藤、富樫、松香
町田市民クリスマスならびに 3 クラブ合同例会
となる 12 月 11 日の準備報告があり、各役割分担
を確認しあいました。

======================================
東新部短信
東新部部長 松香光夫
======================================
新年おめでとうございます。
2022 年は世界のワイズメンズクラブの創設 100
年の記念の年に当たります。会員の高齢化と会員
数の減少を補って活性化するために世界中のクラ
ブが活動しているところです。この動きを受けて
日本でも Change! 2022 推進委員会が置かれ、毎

月特別なニュースが届けられていることはご承知
のことと思います。
我がコスモスクラブにあっても、部長主題の他
に「東新部のエクステンションと、SDGs」とい
うスローガンを設けて仲間を増やしたいので、ご
協力をお願いします。幸いにしてこれまでに今年
度２名の入会者を迎えて、喜んでいますし、さら
に新しいクラブの設立に動きたいとしているとこ
ろです。
私たちの日頃の活動が私たちの地域の活動に結
びつき、ひいては地球のためになるものとなれ
ば、最近、よくうたわれる SDGs を目指すものと
もなるでしょう。心を合わせ、力を合わせて進み
たいものと思います。
======================================
東京町田コスモス 25 年
「新時代を生きる新体質へ」
書記 権藤徳彦
======================================
昨年 2021 年に始めた、「軽快」に集い、「明
快」に理解でき、「爽快」に貢献できる“三快”
を揃え持つクラブになりたいと思います。会則も
更新されましたから、更に“三快”によって、会
員が増え、活動が楽しい生甲斐となるクラブを期
待したいと思います。一言では“健やかに、気持
ち好く”です。
幸いにも、ZOOM とデジタル技術の多様な活用
が可能です。子ども達の活動から 100 歳の身の回
りも、皆が繋がって生きるに必要な「軽快・明
快・爽快」。
最近は、新型ウイルス感染、大震災、異常気
象・自然大型災害の他、人間同士の覇権抗争・政
治破綻で、突然生活崩壊の当事者になり得ます。
その時、「健やかに、気持ち好く」の基盤回復は
急務となります。
国際社会に繋がって行動力を発揮する NGO 活
動体としてワイズメンズクラブは、持続的に機能
性を更新して高め、「軽快に、明快に、爽快な」
体質更新システムを造ることも目指したいと思い
ます。
======================================
ワイズ活動・交流
======================================
YMCA・YWCA 国際平和祈祷週礼拝(11 月 11
日東京 YWCA 会館)に参加、新潟 YWCA 館長へ
のアクセスを仲介頂いた。）
また新潟の新クラブの動きがあり、“大進展”
の芽があったと権藤ワイズが報じています。情報

によると元東京まちだ会員のご家族の方が新潟県
の教会で牧師をされているようです。
======================================
東京クラブさん ZOOM を今までありがとう
======================================
町田コスモスは ZOOMPro の年間契約を昨年取
得しました。今年からは町田コスモス例会は、以
下から入室ができます。
https://us02web.zoom.us/j/5908503983?pwd=SG
0zRjhZVFlVQ2V3RVRYdGt6VEladz09
ミーティング ID: 590 850 3983
パスコード: cosmos
つきましては、これまで東京クラブの所有の
ZOOM の借用、予約などのご指導いろいろありが
とうございました。1 月のワイズメン東京の予約
表をみますと、町田コスモスの例会予約がありま
したが、今後は不要となります。ありがとうござ
いました。
（記：加藤ワイズ）
======================================
お知らせ
EMC セミナー
======================================
「Change! 2022 」プロジェクトは、今年が最終
年となり、東新部では「Change! 2022 ラスト
スパート」をテーマに「EMC セミナー」を開催
します。
日時：2 月 12 日(土) 13:30～15:30
会場：東京 YMCA 東陽町センター（オンライン
でも配信）
参加費：無料
======================================
今後の予定
======================================
1 月 8 日(土) 在京ワイズ合同新年会
Zoom 13:00～ (拠点：東陽町)
1 月 10 日(月)18:30～20:30 ／場所:ZOOM
／町田コスモス(第一例会)
1 月 14 日(金)18:30～20:30 ／場所:ZOOM
／町田 YMCA(活動委員会)
1 月 15 日(土)18:30～20:30 ／場所:ZOOM
／町田コスモス(第ニ例会)
2 月 1 日(火)19:00～21:00 3 クラブ合同例会
2 月 12 日(土)13:30～15:30 東新部 EMC セミナー
2 月 12 日(土)18:30～20:00 部次期役員準備会
2 月 15 日(火) 後期区費、各種献金納期
2 月 19 日(土)18:30～20:30 ／場所:ZOOM
／町田コスモス(第ニ例会)

========================================================================
今月の写真アラカルト
========================================================================
コロナ禍の第 6 波のまえに、町田市民クリスマスを 12 月 11 日に、新築の原町田教会で無事に開催でき
たことは、我がクラブにとっても大きな収穫だったようです。これだけの企画と実行力があるということ
も素晴らしいですが、町田 YMCA という看板があったからこそ、成しえたことだと思います。
特に ZOOM とリアルのハイブリッド構成の実現には多くの準備が必要でしたが、当日のホールにおける
テーブルレイアウトについても、司会の古市主任主事がリモート参加であって、進行をスムーズに行う上
で、多摩みなみクラブの田中ワイズの技術応援がなくては、成功しなかったでしょう。田中ワイズは
ZOOM の音声であるマイク、スピーカなどの配置や接続などの詳細技術を持っており、わたし（加藤）も
見習い、その備品を購入しました。
みなさんが自然に楽しめた裏側では、多くの支えた方がいらしたということを今回のイベントでわかち
あうことができました。最後は、会計をきちんとしめて、活動報告となりますよう、祈るばかりです。

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
例会が Zoom の場合 クリックで参加 または ID・パスワードで参加
https://us02web.zoom.us/j/5908503983?pwd=SG0zRjhZVFlVQ2V3RVRYdGt6VEladz09
ミーティング ID:

590 850 3983

パスコード: cosmos

