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⾕治英俊（町⽥コスモス）

【今⽉のことば】
「疲れた者、重荷を負う者は、誰
でもわたしのもとに来なさい。
休ませてあげよう。わたしは柔
和で謙遜な者だから、わたしの軛
を負い、わたしに学びなさい。そ
うすれば、あなたがたは安らぎを
得られる。
わたしの軛は負いやすく、わた
しの荷は軽いからである。」
マタイによる福⾳書7:28〜29

チャプレン

2022〜2023 年度 主題

クラブ会⻑

平本善⼀選

東新部部⻑

深尾⾹⼦（多摩みなみ）

東⽇本区理事

佐藤 重良 （甲府21）

アジア太平洋地域会⻑

シェン・チ・ミン（台湾）

国際会⻑

K･C･サミュエル (インド)

「 はじめにかえって、地域の声を聴こう︕」
〜ワイズを更に楽しみ、Ｙｓを活性化〜
ALL東新部、始動︕
「Change︕2022ラストスパート、ポスト2022始動」
「未来に向けてすぐ⾏動しよう」
〜誰かのために奉仕して⾃分のための楽しいクラブライフを! 〜
「新しい時代とともに、 エレガントに変化を｣
〜今すぐ実⾏を〜
「フェローシップとインパクトで次の100年へ」
〜⾃⼰を超えて、変化を起こそう〜

【クラブ役員】会⻑:⾕治英俊／副会⻑:加藤祐⼀・⽥畑智⼦／書記:権藤徳彦／会計:富樫紀代

美／直前会⻑:今村路加／EMC:松⾹光夫,チャプレン:平本善⼀／ 担当主事︓古市健／
分担体制（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）

【7⽉の強調テーマ】 キックオフ・Change︕2022・PR・ブランティング

７⽉第⼀例会

東京町⽥コスモスクラブ活動⽅針
はじめにかえって、地域の声を聴こう︕
〜ワイズを更に楽しみＹｓを活性化〜

東京町⽥コスモス
東京町⽥スマイリング
⽇時︓７⽉４⽇(⽉) 18:30〜20:30
会場︓⽟川学園前コミュニティセンター(ハイブリッド）
ZOOＭ接続はここ

ID: 590 850 3983

会⻑ ⾕治英俊
東京町⽥コスモスクラブ

PSW: cosmos

司会
開会点鐘
ワイズソング
ワイズモットー・ワイズ信条
今⽉のことば
ゲスト／ビジター紹介
役員就任式（町⽥コスモス）
（町⽥スマイリング）

権藤徳彦
⾕治会⻑

⼀ 同
⼀ 同

部⻑公式訪問
会⻑挨拶（町⽥コスモス）
（町⽥スマイリング）
YMCA、ニュース、アピール

司会
司会
⾕治会⻑
為我井会⻑
深尾部⻑(⽴会⼈)
深尾部⻑（多摩みなみ）
⾕治会⻑
為我井会⻑
担当主事

今⽇から始まる私たちの未
来、問題意識を持った新地域
の新⼈⼊会者を増やして特に
若者メンバー中⼼としてさらにワイズを愛する
多くのＹＭＣＡ会員が集い、ワイズの発展に何
ができるか、地域の他の社会奉仕団体と協働し
て

にこにこ
今⽉ハッピーバースディ
閉会点鐘

⼀同
司会
為我井会⻑

・地域の問題を出し合い、活発な議論をしま
しょう。会員増強、会員活動活性化は広報を考
えましょう
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7⽉14⽇

BFポイント

コスモスファンド

切⼿

オークション0円
（累計0円）
にこにこ 7850円
（累計 19850円）

６⽉第⼀例会報告

３クラブ合同ハイブリッド例会
６⽉６⽇⽉曜⽇18時30分〜20時30分
ゲスト３名︓Ｄ.ジョシさん、⻑瀬優⾐さん、寺
澤邦彦さん／ビジター2名︓板村直前理事(武蔵野
多摩)、⼩⼝多津⼦(東京⼋王⼦)／メンバー 18 名//
多摩みなみ７名 :伊藤会⻑、⽥中・深尾・⽯⽥・
綿貫・藤⽥・伊藤江理夫 / 町⽥スマイリング３名
︓為我井会⻑、尾張・城⽥. / 町⽥コスモス８名
︓今村会⻑、松⾹洋⼦メネット・松⾹・富樫・⾕
治・加藤・⽥畑・権藤
６⽉第⼀例会は３クラブ合同の今期最終にふさ
わしく、ワイズライフ満喫の素晴らしい例会に
なった。会場は⽟川学園コミュニティセンターの
リアル会場で、室内スクリーンにオンライン参加
の参加者の顔が並んだ。
松⾹部⻑の軽快な点鐘に始
まり、権藤ワイズの司会によ
りワイズソングに信条、今⽉
の⾔葉を読み上げた。前⽇の
東⽇本区⼤会ムードを感じつ
つ平本ワイズの⼤会最⾼の授
賞発表が会場スクリーンに映し出された。喜びと
感謝のお⾔葉をいただいた。その後各クラブ会⻑
とゲスト、ビジター挨拶となり、ワイズライフを
こんな形で楽しめて最⾼だとの声があがった。
注⽬は、町⽥コスモスの新⼈メンバーによる卓
話。⽥畑ワイズの率いるジョシ君、⻑瀬さんのＰ
ＧＡのプレゼンとなった。キーワードは世代間交
流と国際交流の果たす先にある未来をつくる鍵が
ワイズにあると。ワイズメンの未来ビジョンの架
け橋になると会場内は⼤いに湧き、寺沢先⽣や板
倉ワイズに⼤絶賛された。
現代の社会変化は信じられないほ
どのスピード。この中で⼈類に
とって変えてはならないものがあ
る。ワイズ、Well-beingに注視し
ていきたいと語る⽥畑ワイズ
今や交流を価値の多様性や異世
代、異国籍、異⽂化において起き
てくる。それができるように変化
を起こす教育に貢献したいと語る
D.ジョシさん
コロナによって学⽣と⼤⼈社会
との交流を失った。英会話を⼤⼈
に売り込んで世代間交流を図り
つ、国際社会貢献するというビジ

ネスが出来ないかと語る⻑瀬さん
今村会⻑から席上のみな
さんより集まったお志
「にこにこ献⾦」7850円
が今回卓話スピーチの⽥
畑ワイズのビジョン世代
間交流事業に役⽴ててほ
しいと、⼿渡しました。
記念写真を撮って、閉会の点鐘
により会が締められた。詳しくは
ぜひ例会録画をここからご覧いた
だきたい。

６⽉第⼆例会報告

町⽥コスモス
６⽉25⽇⼟曜⽇18時30分〜20時30分
ZOOM>町⽥コスモス出席５︓今村、⾕治、松
⾹、権藤、富樫、加藤
町⽥コスモス会⻑⾕治ワイズは町⽥スマイリン
グとの合同例会を基本に年間スケジュールを組む
という⽅針を打ち出しました。３クラブ合同例会
の隔⽉の開催を含めて具体的な内容を今後詰めて
いくことになります。
また会計報告では会計をエクセルで⾃動化した
と富樫ワイズからあり、今期報告と来期予算は８
⽉にできるだろうと確認した。

今期を振り返る
第⼆例会

書記

権藤徳彦

６⽉第２例会は、25⽇(⼟)18:30よりZOOMで
開催し、今年度活動を振り返り、次年度に繋ぐ時
となりました。
これまでの⾏動や⽣活は、コロナに加え、ウク
ライナ侵攻、オイル・⾷料の⾼騰の経済インパク
ト、異常気象・余震多発など、奉仕も集会も⼤き
く制約された⽇常が続いています。

しかし、メンバーとクラブと部⻑ホストクラブ
としての「東新部」のチャレンジ⽀援は、不備・
不納得もありながら、幸い、メンバーそれぞれに
功を成し、実りがあることが報告されました。
現今村会⻑は市議会議員に選任され、平本善
⼀(92歳)現役チャプレンは第25回東⽇本区⼤会
「奈良傳賞」を受賞、活動的加藤祐⼀・⽥畑智⼦
60歳代２名の新⼊会員が迎えられ、同⼤会で「新
⼊会員獲得努⼒賞」を頂き、コロナ禍２年⽬の
「東新部」部⻑職も７クラブの健闘と共に、新ク
ラブ設⽴の希望も、年内を視野に前進が⾒られ、
クラブ運営としては軽快・明快・爽快を共有しつ
つ、意欲的次期会⻑と２名の副会⻑、２名の部役
員就任を確認。次期東新部部⻑職も頼もしい「東
京多摩みなみクラブ」深尾⾹⼦部⻑に引継がれ、
ワイズメンのミッションと個性とクラブの「奉
仕」がワイズダムの平和を創り出す貢献へと?期
待が⾼まりました。何より、メンバーの健康と親
交が期待される第２例会でした。
新年度第１例会は7⽉4⽇(⽉)18:30〜⽟川学園
CCで、ハイブリッド⽅式で、町⽥スマイリング
クラブと合同で開催し、新部⻑公式訪問キックオ
フ例会(⾷事無し)開催を確認しました。

平本善⼀ワイズ表彰される
6⽉5⽇

東⽇本区⼤会オンラインにて

第25回東⽇本区⼤会で、⼤
久保理事より「奈良傳賞」が
平本善⼀ワイズに授与されま
した。 永く、「ハイY(ハイ
スクールＹＭＣＡ)」と学Y(⼤
学YMCA)に続きワイズ30年も
越えて91歳の現役チャプレンで⼀貫して奉仕活動
を継続されています。ワイズメンの誇りとして敬
意を表し、表彰されました。
平本ワイズの奈良傳賞をめぐり町⽥コスモスは
湧いた。受賞ニュースの連絡や後⽇にご⾃宅訪
問。お祝いに権藤ワイズと松⾹ワイズはご⾃宅を
訪問されました。栄誉ある賞に輝き、町⽥コスモ
スクラブ⼀同喜んでおります。

新潟レポート

町⽥コスモス
６⽉６⽇⽉曜⽇18時30分〜20時30分

周⽴７０周年を迎えた新潟YWCAは、6⽉18⽇
に新潟県⺠ホールでチャリティーコンサートを開
きました。招待を受けた町⽥コスモスからは権藤

ワイズ、松⾹ワイズ、東京クラブから加藤ワイズ
が参加され、ハーピストの
邉⾒美帆⼦さんがハーブを
奏で、平和を願い、核兵器
廃絶への祈りとして参加さ
れました。
また、⽚岡さんの教会で
新潟クラブ設⽴の話し合い
がありました。
＜新潟YWCA会⻑ 横⼭さんからのメール＞
いよいよ、核兵器禁⽌条約の第1回締約国会議（6
⽉21⽇〜23⽇）が、近づいてきました。そして、
8⽉には、NPT再検討会議があります。「核兵器
による抑⽌」・「核兵器に頼る」という考え⽅、
それによる⼈間の⽣き⽅が、問われるときになり
ました。そのとても⼤切な問題を考えていくため
に、視ていただきたいビデオメッセージが、完成
しましたので、皆さまに案内いたします。
「死者の⺠主主義

― 核兵器問題と⼈間の⼼―」（約35分）

https://youtu.be/fL0RWkXROH8
このビデオは、誰でも視ることができるように設
定しています。皆さまがご覧になり、よろしけれ
ばお友だちに伝えていただければ、うれしく思い
ます。

東⽇本区⼤会

表彰レポート

６⽉4⽇〜5⽇
６⽉４⽇から２⽇間にかけて、区⼤会がオンラ
イン上で⾏われました。今回、町⽥コスモスにお
いては、数多くの表彰がありました。平本ワイズ
の奈良傳賞をはじめ、以下を頂いております。
1. ASF 献⾦達成賞
2. FF 献⾦達成賞
3. RBM 献⾦達成賞
4. YES 献⾦達成賞
5. PWALP 献⾦協⼒賞
6. ユース活動⽀援献⾦協⼒賞
7. 新⼊会員獲得努⼒賞(2 名)
8. 東⽇本区奈良傳賞 平本 善⼀さん
町⽥YMCA活動委員会報告
5⽉13⽇（⾦）
ZOOM>出席︓権藤、⾕治、加藤、富樫
恒例の町⽥市⺠クリスマスを今年も⾏うことで
準備を進めています。

⽇ごろＹＭＣＡを⽀えてくださっている皆さ
まにＹＭＣＡの活動を報告・ご紹介し、各種の
表彰や委員の推挙などを⾏いました。

東新部 活動⽅針

深尾⾹⼦部⻑（多摩みなみ）
活動⽅針 我が東新部は東⽇
本区の中での「最⻑⽼部」で
す。しかし、⻑い歴史を持つ
組織が時流に乗って⼤胆な⾏
動改⾰を⾏い、その理念を次
の時代に受け継いでいくよう
に、私たちも信念を持って⾏
動したいと思います。
１クラブでは難しいと思われ
る事にはクラブ同⼠が互いに
⽀え合って挑戦し、国際的な交流団体・奉仕団体
として「他の部のお⼿本」となるべく活動し、年
齢を重ねていても、胸を張って、朗らかに過ごす
姿を⾒せることで、新しい仲間の獲得を⽬指しま
しょう。
今年度は、区全体で「会員増強」をめざした⼤
きな取り組みであるChange︕2022が最終年に当
たりますが、これは終わることの無い⼤命題で
す。新たなポスト2022︕という考えのもと、続け
て⾏動を起こして⾏きましょう。
活動計画（リアルまたはオンライン開催）
1. 東新部会⻑会の開催
2. メネットとワイズウィメンによる交流会
3. ワイズ理解の促進（友の会、広義会員など）
4. プロボノ発掘（新たな連携への調査、研究）
5. CS、Yサ事業の精査
6. Y's×SDGs Youth Action2022への協⼒
7. 部⼤会開催（別紙）
8. 地域団体との⼈脈構築〜広報活動へ
9. 学び①ひとりひとりに合わせたスキルアップ
10. 学び②災害時の⾝の処し⽅
11. ワイズ100周年、東⻄⽇本区25周年記念 第3
回東⻄⽇本区交流会（2023/2/4〜5 ANAクラウ
ンプラザホテル神⼾）に参加しよう。
第19回東京YMCA会員⼤会 終わる
5⽉21⽇（⼟）

≫ Y’sly︕≪ ①

〜東京町⽥コスモスクラブは語る〜
100周年を迎えるワイズメンズクラブは、1922年
に創⽴されました。”Y’sly”に100年在り続けて11⽉
15⽇、台北で記念式典と祝賀会を開きます。1947年
敗戦間もなく中国(台北)は⽇本をワイズ国際に復帰
させました。ワイズメンの⼀⼈ひとりは、『わたし
の⽬に、あなたは価⾼く、貴く、わたしはあなたを
愛す』存在なのだと、あなたの神が⾔われると聖書
にあります。（イザヤ書43:4)VIPと⾔う⾔葉は、ここの⾔
葉と⾔われます。ワイズメンは、なぜ貴く、神から
愛されているのでしょうか。それは、「ワイズソン
グ」の中にあります。“ Once More We Stand ! “ 何度
も、⽴ち上がって、進むからです。第２次⼤戦の愚
かさからも、敗戦後の⽋乏からも、そして、死者
500万⼈を出したコロナ禍からも、ウクライナ侵攻
で平和の楯を失ったかに⾒えても、もう⼀度、ワイ
ズメンは利の為でなく、他の為に奉仕し共に⽴ち上
がるからです。これは若者たちのために、次の100
年を⾒据えて、今⼀度、ONCE MORE We Stand !と
⽴ち上がることをワイズはやめないからです。これ
が、Ý’sly︕他と異なるところです。権藤徳彦〔続く〕

これからの予定（ワイズ・ＹＭＣＡ）
7/4(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）
7/8(⾦)町⽥YMCA活動委員会＜ZOOM＞
7/16(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
1/28(⼟)準備会・研修会 次期部役員準備会
2/4-5(⼟⽇)第3回東⻄⽇本区交流会（神⼾）
2/25(⼟)EMC セミナー(仮称)13:30〜16:00
3/25(⼟)次期部役員準備会(その2)
4/22(⼟)第3回評議会＆次期クラブ役員研修会
5/27(⼟)次期部事業・運営引継会15:00〜16:30

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

