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【今⽉のことば】

イエスは、わたしたちのため
に、命を捨ててくださいまし
た。そのことによって、わたし
たちは愛を知りました。だか
ら、わたしたちも兄弟の為に命
を捨てるべきです。⼦たちよ、
⾔葉や⼝先だけではなく、⾏い
をもって誠実に愛し合おう。
(ヨハネの⼿紙⼀ ３章16〜
18節 チャプレン 平本善⼀選 )

〜

2022 2023

年度 主題

クラブ会⻑
「 はじめにかえって、地域の声を聴こう！」
⾕治英俊（町⽥コスモス）
〜ワイズを更に楽しみ、Ｙｓを活性化〜
東新部部⻑
ALL東新部、始動！
深尾⾹⼦（多摩みなみ） 「Change！2022ラストスパート、ポスト2022始動」
東⽇本区理事
来に向けてすぐ⾏動しよう」
佐藤 重良 （甲府21） 〜誰かのため「未
に奉仕して⾃分のための楽しいクラブライフを! 〜
アジア太平洋地域会⻑
エレガントに変化を｣
シェン‧チ‧ミン（台湾） 「新しい時代とと〜も今に、
す
ぐ
実⾏を〜
国際会⻑
「フェ
ロー
シッ
プ
と
イ
ン
パ
クトで次の100年へ」
K･C･サミュエル (インド)
〜⾃⼰を超えて、変化を起こそう〜

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【ク
∕直ラ前ブ会役⻑員】
: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
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‧村‧
加藤）

【８⽉の強調テーマ】 戦略2032
東京町⽥コスモスクラブ活動⽅針
8⽉第⼀例会 東京町⽥コスモス
はじめにかえって、地域の声を聴こう！
⽇時：8⽉1⽇(⽉) 18:30〜20:30
〜ワイズを更に楽しみＹｓを活性化〜
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 PSW: cosmos
東京町⽥コスモスクラブ
会⻑ ⾕治英俊
司会
富樫紀代美
開会点鐘
⾕治会⻑
ワイズソング
⼀ 同
⻑年、ワイズをやっているとＹ
ワイズモットー‧ワイズ信条
⼀ 同
Ｍ
Ｃ
Ａのことが気になってしまう
今⽉のことば
司会
こ
と
が
ある。
ゲスト∕ビジター紹介
司会
会⻑ 挨拶
⾕治会⻑
それは我がクラブには東京町⽥ＹＭＣＡという
副会⻑挨拶
⽥畑副会⻑
有
難い活動環境がありまして、それに関わる近
卓話
隣
ク
ラブがあるからです。そこに合同の例会やイ
「ワイズの未来を楽しもう」 加藤副会⻑
ベ
ン
ト
がありますと、それぞれ主張があります
「クラブ活動への思い」
権藤徳彦書記
その他
各⾃メッセージ
から調整で苦労しますね。そのあとの調和も苦
労しますね。活動の楽しさって⾔うのは、そこ
YMCA、ニュース、アピール
担当主事
に「つながり」があるから感じるんですね。
このコロナと熱中症に気を付けてくださいね。
にこにこ
⼀同
健
康第⼀ですので、これからもよろしくお願い
今⽉ハッピーバースディ
司会
閉会点鐘
⾕治会⻑
します。
７
⽉
デ
｜
タ

８⽉ Happy Birthday：８⽉20⽇今村美和⼦(メネット） 8⽉25⽇今村路加さん。
在籍 ９名 例 メン
BFポイント
町⽥コスモスファンド
6名
出席 15名 会 メーキャップ
0名
はちみつ
円
切⼿
出 出席率
66%
（累
計
円）
席 メネット
0名
にこにこ
円
（累計
円）
ゲスト ビジター 1名 8名
34,000

34,000

8,700

8,700

８⽉ ３クラブ合同納涼例会
東京町⽥コスモス･東京町⽥スマイリング･東京多摩みなみ

８⽉２⽇ ⽕曜⽇18時30分〜20時30分
伊藤会⻑からリアル例会のご案
内があります。
⽇時 8⽉2⽇(⽕) 18:30〜20:30
会場 ベルブ永⼭4階調理室
会費 1,000円
開会点鐘 東京多摩みなみクラブ会⻑ 伊藤幾夫

＊ワイズソング
＊⼊会式（再⼊会）滝⼝恵⼦さん
＊今⽉のことば
＊出席者紹介 （各会⻑から紹介）
＊ゲスト‧スピーチ
「海外にルーツをもつ⼦どもたちへの⽀援」
NPO法⼈メタノイア代表理事 ⼭⽥拓路さん＊本
⽇の料理「スリランカカレー」
料理⼈紹介：東京町⽥スマイリングクラブ
会⻑ 為我井輝忠
スリランカカレー料理紹介：SANJIさん
＊（みんなで調理）
＊乾杯 東新部部⻑ 深尾⾹⼦さん
＊会⾷‧懇談
＊各クラブからの報告
＊YMCAニュース‧各種アピール等
＊ハッピーバースデイ
＊YMCAの歌
＊閉会点鐘 東京町⽥コスモスクラブ会⻑ ⾕治英俊

８⽉2⽇は、永⼭公⺠館(＠\1000円）で開催。
各⾃で申し込みとなります。多摩みなみ 【伊藤
会⻑ ➡ itoh@zc4.so-net.ne.jp 】

《スピーカープロフィール》
⼭⽥拓路（やまだ‧たくじ）さん∕NPO法
⼈メタノイア代表理事。2008年に関⻄学院
⼤学法学部卒業後、⽇本聖公会中部教区に
就職し、主に愛知県‧岐⾩県で暮らすフィ
リピンルーツの⼦どもの教育‧保育に従
事。カナダへの留学等を経て、2021年4⽉に
東京都でNPO法⼈メタノイアを設⽴し代表理事に就任。⾏政
書⼠（⼊管申請取次∕特定⾏政書⼠）‧⽇本語教師‧保育
⼠。⼦どもの⽇本語教育研究会広報委員。
スリランカカレー料理紹介
Endo Sanji （遠藤
サンジ）さんのプロフィール
サンジさんはスリランカの中央部Kurunagale (クルネーガ
ラ県) Nikaweratiya（ニカウェラティア）
の出⾝で、⾼校とケラニヤ⼤学で⽇本語
を学び、2018年来⽇しました。さらに⼋
王⼦の⽇本語学校で⽇本語を勉強し、卒
業後ホテルのマネージメントの仕事をし
ています。昨年9⽉に遠藤 征彦さんと結婚
し、現在川崎市に住んでいます。趣味は
旅⾏に出かけたり、料理をしたり、また
和菓⼦に興味があり、実際に作ったりしています。

７⽉第⼀例会報告

町⽥コスモス‧町⽥スマイリング合同
7⽉4⽇⽉曜⽇18時30分〜20時30分
出席 ： 名〕ゲスト：寺澤邦彦（Wartburg College, /Prf.Dr.
、部⻑‧深尾⾹⼦(多摩みなみ)、書記‧伊藤幾夫、
主査‧今村路加、EMC委員⻑‧松⾹光夫。次期部⻑‧今
井武彦 東京むかで)、次期会計‧⽯⽥孝次(多摩みなみ)、元
理事‧中⽥靖泰（札幌クラブ）、町⽥スマイリング：会⻑‧
為我井輝忠、書記‧尾張⽇出夫、担当主事‧諏訪治邦
町⽥コスモス：会⻑‧⾕治英俊、書記‧権藤徳彦、会計‧富
樫紀代美、副会⻑‧加藤祐⼀
直前会⻑‧今村路加、直前部⻑‧松⾹光夫、
（⽋：平本善⼀、古市健主事、⽥畑智⼦副）
[
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⽉第⼀例会は、⾕治会
⻑の就任式を深尾部⻑の⽴
ち合いのもと松⾹直前部⻑
により執り⾏われるなど、
好調なスタートになった。
（録画を⾒る）
会場は⽟川学園コミュティ
センターでのハイブリッド
例会となり、町⽥スマイリング、多摩みなみの
⾯々が揃い、ゲストには寺沢先⽣、ビジターには
札幌クラブ中⽥元理事の参加となり、町⽥スマイ
リングの尾張ワイズの元気なお姿もあって、賑や
かな例会となった。
部⻑公式訪問のも
と会⻑就任式、会⻑
挨拶があり、⾕治新
会⻑の挨拶があっ
た。主題である「は
じめにかえって、地
域の声を聴こう」は合同例会のように地域にしっ
かり根付く活動をやっていきたいという信条を訴
えた。
東京町⽥スマイリングの挨拶で、為我井会⻑
は、昨年度の退会が続くことに深く⼼を痛めたと
話し、メンバーに寄り添い、地固めと信頼を回復
していきたいと話した。
深尾部⻑からは新役員
紹介があった。伊藤幾
夫書記、今井武彦次期
部⻑からの挨拶があっ
た。
ゲスト＆ビジターひと
こと挨拶では中⽥ワイズからはコロナを敵扱いに
しないで、コロナによってよくなった点を⼤切に
していこうと呼びかけた。⽯⽥ワイズはこのオン
ライン例会で得られる効果をしっかり⾒定めて、
継承していく働きが必要だと訴えた。
7

部⻑のメッセージでは主題「ALL
東新部、始動！」Chage！2022ラ
ストスパート、ポスト2022始動に
ついて部活動計画11項⽬について
の説明があった。特に.“プロボノ発
掘”、メンバーの技能を活かしてワ
イズ貢献については、より具体的
な展開が期待された。
YMCA報告‧諸報告は諏訪担当主
事から⼦どもの広い層の事業を開発
しているとあった。
またチャリティーランに参加してほ
しいとのこと。
今村直前会⻑からは東⽇本
区⼤会で平本善⼀ワイズが
「奈良傳賞」と町⽥コスモス
クラブの活動貢献に８つの表
彰受賞、メンバーのこの１年
の奉仕とご努⼒に感謝するとあった。
松⾹直前部⻑からは今期１年間多難の中の全員協
⼒に感謝し、新クラブ新
潟‧新宿を推進継続中で
すから、達成へ協⼒⽀援
をお願いしたいとあっ
た。

７⽉第⼆例会報告

町⽥コスモス（ZOOM）
7⽉16⽇⼟曜⽇18時30分〜20時30分
出席＞会⻑‧⾕治、書記‧権藤、会計‧富樫、副
会⻑‧加藤、EMC‧松⾹〔5名〕
８⽉第１例会ー－－－－－－－－－－－－－－
８⽉１⽇(⽉)18:30〜、意義を確認し定例通り開
催する。(⽟川学園ＣＣ：室１Ｂ予約済み)
8⽉第2例会－－－－－－－－－－－－－－－－
8⽉20⽇(⼟) 18:30〜、(⽟川学園ＣＣ：室１Ｂ
予約済み)…会⻑は、納涼例会を提案した。
『3クラブ合同例会』－－－－－－－－－－－－
８⽉2⽇(⽕) 多摩みなみ主管。永⼭コミセン開
催。参加費千円、会⾷スリランカ‧カリー、卓話
⼭⽥⽒「メタノイア」。出席参加を強く推奨する
が個別に申し込むことに決した。
10⽉以降の合同例会（ルール）－－－－－－－－
主管クラブは参加費と席上「にこにこ献⾦」内
(他クラブ負担に及ばない範囲)で運営することと
し、合同開催の実りを共有する⽬的に沿いたい。

東新部第1回評議会報告

オンライン会議（ZOOM）
7⽉23⽇ ⼟曜⽇ 13時30分〜16時00分
この⽇に町⽥コスモスからは⾕治、富樫、権藤、
松⾹、今村ワイズが出席されました。録画を⾒る

今⽉のハッピーバースデーの14⽇
富樫ワイズに唄を贈りました。にこ
にこ献⾦、集合写真のあと閉会点鐘
を町⽥スマイリング為我井会⻑にし
て頂きました。
東京町⽥ＹＭＣＡ活動委員会報告
「実験教室」「シャローム家歌声ひろば」
コロナ第7波により、開催中⽌になりました。
7⽉東京町⽥活動委員会は8⽇にZOOMで⾏いまし
た。「ガイドライン案」を検討しました。松本主
任、富樫、⾕治、権藤が出席しました。
ベテランティアは11⽇に集会し、3名参加した。
会員 および 出席状況
平本さん ８⽉聖句を元気で電話連絡あり。

＜記録＞ ①第⼀ ②第⼆③評議
会
⻑⻑ 加⾕藤治 ①①ーーー
ーーー②②ーーー
ーーー③③
副
会
副記会⻑ 権⽥藤畑 ①⽋ーーー
⽋ーーー
書
ーーー
②
ーーー③③
会
計
富
樫
①
ーーー
②
ーーー
直前会⻑今松村⾹ ①①ーーー
⽋ーーー
③③
EMC
ーーー
②
ーーー
⽋ーーー⽋ーーー
⽋ーーー
担チャ当プ主レ事ン古平市本 ⽋ーーー
＜合計＞ 6名 5名 6名
前期半年報
2022年7⽉1⽇付
‧会員数 9名
その内 功労会員1名、担当主事1名

≫ Y’sly！≪

８⽉ ②四つの⾃分‧他⼈もわたし

年次会計報告
年 ⽉ ⽇付
おかげさまで2021－22年度末の収⽀差額はク
ラブ39122円（黒字）でおわりました。今期の収
⼊に組み⼊れてスタートしたいと思います。
昨年の会費⼊⾦のご協⼒に感謝し、引き続き
8/15に区費、部費送⾦したく、会費⼊⾦のご協⼒
をお願いします。
66会計 富樫
2022 7 1

これからの予定（ワイズ‧ＹＭＣＡ）
8/1(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）
8/2(⽕)３クラブ合同例会「納涼例会」
8/12(⾦)町⽥YMCA活動委員会＜ZOOM＞
8/15(⽉)前期区費部費納期
8/20(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
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

権藤徳彦
前回は、誰もが価値⾼く、神か
ら愛され、神に守られているVIP
であることを理解し、⾃らの利益
のためでなく、若者と、若者を育
む社会のために、次の100年を⾒
据えて、何があっても、 “ONCE
MORE We Stand !” と今⼀度⽴
ち上がること、これが、Ý’sly！、
他と異なる独⾃の才⾊を放っています。このことを
述べました。
第２回は、⼈は、⼀⼈よりも⼆⼈、もし５⼈の
「クラブを創る」事が、ボランティア(⾃主志願）
で、のびやかな、偏らない健やかな視野を持つこと
ができます。
ワイズメンが、集まれば、視界が遥かに広く、出
来ることは多く、志の効果も⼤きく、⽣きる喜びは
⾼まります。⾃発志願ですから、その⾏動は、⾃ら
義務を果たし、⾏いに責任と実⾏を伴うのも当然と
受け取ることができます。それが信頼を確かなもの
にすることになります。
ひとりの眼だけではなく、他⼈の多くの⽬は、
「わたしには⾒えない私」を⾒て知っています。
(「ジョハリの窓」四つの私)。これら⾃他が寄り
合って“クラブ”に居ることで、安⼼と成⻑を伴いま
す。そこに愛があり愛が育つことを⾝に着けます。
ワイズメンズクラブ国際協会のモットーは、To
acknowledge the duty that accompanies every right.
(その中国語訳『⾏其義勿計其利、享其権須致其
功』〜その利を計らず、その義を⾏い、その権を享
け、⽤いて其を功に致す。) ⽇本語訳「強い義務感
を持とう、義務はすべての権利に伴う。」 これが、
他と違う特質、”Y’sly！” ワイズのものとされてい
ます。
Y’ｓは、個々のボランティア(⼈)がつながる集ま
りです。⼈のため、地域のため、平和のため、そし
て命の為。思う志が、「奉仕」という⾏動によっ
て、新しい気付きと、⾃らも成⻑と豊かな実る⽣き
る価値を、共有するクラブです。本⼈⾃⾝もその価
を気づき、知り、納得して、感謝し、その⼼を神に
向けて賛え、神の栄光に帰す ”Appreciation”（真価
を知っての納得と感謝）を知る⼈になり平和の基と
されています。Ω 権藤徳彦
、

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
ぼし銀のと⾏き⽟は川下記学を園ク⽀リッ
店 0137
東京町⽥コスモスワイズメンズクラブ
町⽥コ⾏ス⼝モ座】
ス例き
会がらZoom
クして参普加通が⼝で座きま060-5048617
す。

ミーティングID: 590 850 3983

パスコード: cosmos

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

