
■ 例会日 第３水曜日 6:30～8:30PM ■会場  日本キリスト教団 浅草教会                      

   ２０１6年  3月 №４２3 

     Ｍｉｃｈｉａｎ Ｂｏｏｎｍａｐａｊｏｒｎ（タイ） 国際会長主題：「Ｍｉｓｓｉｏｎ ｗｉｔｈ Ｆａｉｔｈ」[信念のあるミッション] 

Ｅｄｗａｒｄ Ｋ．Ｗ．Ｏｎｇ（シンガポール） アジア会長主題：「Ｔｈｒｏｕｇｈ Ｌｏｖｅ，Ｓｅｒｖｅ」 [愛をもって奉仕をしよう] 

渡辺 隆(甲府クラブ)東日本区理事主題：「Ｓｔａｎｄ ａｔ ｔｈｅ ｏｒｉｇｉｎ ａｎｄｔａｋｅ ａ ｓｔｅｐ ｆｏｒ ｔｈｅ ｆｕｔｕｒｅ」[原点に立って､未来へステップ] 

 鈴木雅博（東京江東クラブ） 関東東部部長主題：「Ｃｈａｎｇｅ！！」 「チェンジ」 

  磯部成文 東京北クラブ会長主題：「見方をかえる・味方になる・味方をふやす」 

会長；磯部成文 副会長；辰馬行男; 書記；村杉克己 書記；金 秀男 会計；村杉一榮  担当主事；濱口隆久 

今月の聖句  マタイによる福音書  13章23節 

『良い土地に蒔かれたものとは、御言葉を聞いて悟る人であり、あるものは百倍、あるものは六十倍、あるものは三十倍の 

実を結ぶのである。』         金 秀男会員   

「第539回3月例会報告」         神谷邦子会員                                                                                                                                                                                                                                                  

第540回 例会プログラム《ＢＦ・メネット》 

 日 時 2016年3月16日(水) 18:30～20:30 

 会 場 日本キリスト教団浅草教会 台東区浅草3－4－5 

 受 付 村杉克己 

  卓話「やっぱ、  わいずだべ」 

ークラブは何を大切にしてきたかー 

吉田明弘氏（東京西クラブ） 

         ハッピーバースデー 

      9日 山根一毅   11日篠澤忠彦 

ウエディング・アニバーサリー 

20日 金 秀男・聖愛 

『3月第二例会報告』        村杉克己書記 

日時：2016年3月2日(水) 18:30～20:00 

場所：浅草文化観光センター 4階小会議室（浅草雷門前） 

1.第一例会プログラム  

①第541回2016年4月20日（水）《ＬＴ》 

 ・仮題「ＢＦ代表として」小山久恵さん（東京サンライズ） 

②第542回2016年5月18日（水）《ＥＦ・ＪＥＦ》 

 清泉ＹＭＣＡ関連 

２. 報告及び協議事項 

①台湾南部地震支援募金について～区,部の対応にならう。 

②5月第二例会日変更5月4日（祝）→5月11日（水）に 

③「東陽町センター陽春の集い」3月5日（土） 

 10：00～神谷・小仁・一榮参加 

④次期会長・部役員研修会～3月5日（土）～6日（日） 

 12：00～於東山荘 辰馬次期会長・ 

村杉関東東部地域奉仕事業主査委員長 出席 

⑤ＢＦ献金･切手の取り扱い～篠澤委員長復帰まで､会計扱い   

⑥興望館展覧会2月12日～17日～出品好評だった。 

 出品：神谷・一榮・菅谷 

出席者：磯部、小仁、辰馬、村杉。 

日時：2月17日（水）18：30～21：00 

場所：日本キリスト教団 浅草教会 集会室 

磯部会長の開会点

で始まり、ワイズ

ソング、久しぶり

の清泉女子大生ご

推薦の今月の歌は

嵐の「サクラ咲け」、

これはやはり高年

齢の我々には聴い

たこともないとい

う声が出た程難しかった！一榮さんの聖書お祈り､ゲストビ

ジターの紹介、と続き、美味しいお弁当を食しながらニコニ

コ一言はこのひと月の間にあった楽しいこと､失敗したこと、

体験の報告事項‥等々。卓話は、磯部会長が最近ワイズに入

会した人にどうしてワイズに入ったかを聞くことによって会

員増強の何かヒントを貰えるかもしれないとの期待をこめて、

東京ひがしに極最近入会された菅野秋男さんをお迎えして

「未来を担う子供たちのより善き成長を願い、今の私達に何

ができるかを考える」と長～いタイトルのお話。菅野さんは

資産運用の仕事では人の為に役に立たない､60 歳になったら

何か社会支援をしたい､その為に今は準備の時、と法政大学法

科院生として毎日六法全書を持ち歩き法律を勉強中。ボラン

ティア希望で YMCA を訪れ復興支援の手伝いをしたのがワイ

ズに入るきっかけとなり､今、社会に起きている犯罪や事件か

ら食生活の大切さ、家庭環境や暴力問題等、青少年の健全な

育成を考えて論点を掘り下げ研究を続けておられる。いいも

のを YMCA で体験して子供達に足りないものは何かを分析し

て貰いたいとYMCAの担当主事代行山添さんからの助言あり。

諸報告のあとYMCAの歌で締めくくり閉会点鐘にて終了。 

出席者：  磯部・幸子、神谷、辰馬、村杉・一榮、山添 

ビジター： 菅野秋男、金丸満雄（東京ひがしクラブ） 

清泉ＹＭＣＡ：中村萌、初村有稀子 

2月在籍者   2月出席者  2月出席率 ＢＦ等ポイント ニコニコボックス 

会    員     11名 

 

広義会員      0名 

合    計    11名 

 

 会    員   7名 

 メネット    0名 

 コメット    0名 

 ビジター    2名 

 ゲスト      2名 

 合    計   11名 

            64％ 

   メイクアップ 

1名  

   月修正出席率 

           73％ 

2月分 

 切  手     0ｇ 

  現  金14,000円 

本年度累計 

 切   手     5ｇ 

 現   金40,000円 

        2月分  

9,500円 

    本年度累計 

       73,400円 



■ 例会日 第３水曜日 6:30～8:30PM ■会場  日本キリスト教団 浅草教会                       

「第 2号ぐんまＹＭＣＡ通信」村上祐介さん（元担当主事） 

前号より続く 

8 月末の暑い日

でした。それか

らほぼ毎週水曜

日にホームセン

ターで材料を購

入し、YMCAへ来

ては屋上の修繕

を行ってくださ

っています。専

門的な知見から

材料や道具の選

定、作業の方法

を教えていただ

き、現役学生リ

ーダーたちも作

業を手伝ってく

れています。僕

も含めこれまで

まったく触ったこともないコテを片手に左官作業もしますが、

みんなでワイワイと笑いながら楽しく作業をしています。現

在では雨漏りは止まり、最後の仕上げ作業をしているところ

です。手作業とはいえども材料費や剥がした防水シートの廃

棄料で約50万円かかりました。このお金をなんとかするため

に、11 月には東京 YMCA 理事の飯靖子さんと洗足学園音楽大

学の学生さんによるチャリティーコンサートを日本基督教団

前橋教会で行い、また会員をはじめとする関係者の皆様へ募

金のお願いをいたしました。東京北ワイズ、そしてメネット

会のみなさんからもご支援をいただき本当に嬉しかったです。

おかげさまで目標の 50 万円を超えるご支援をいただくこと

ができ、YMCAがより安心で安全な環境になるよう施設の充実

をはかりたいと考えております。この度のご支援本当にあり

がとうございました。そしてこれからも引き続き、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

† † † † 清泉YMCA便り † † † † 1年 土谷祥代さん 

2月 15日から 17日まで札幌にある北海道大学の汝羊寮で冬

ゼミというゼミ合宿に参加してきました。今回のテーマは「東

日本でできること」を話し合いました。今回の参加大学は寮

が北海道大学・汝羊寮、東北大学・渓水寮、一橋大学・一橋

寮とサークルYの清泉女子大学と立教大学の計5大学、26名

でした。テーマである東日本でできることについてですが、

寮とサークルでの視点が違うため結論を導くまでには至りま

せんでした。内容としては、東日本というざっくりとしたく

くりでサークルYと寮が関連してできるものはないかという

ことでした。始めに各大学ごとに現在の問題点をあげ、そこ

から改善策を考えたり、これまで個々で活動していたプログ

ラムに他のYも加わってみるという案がでました。今回の冬

ゼミはまだ2回目ということもあり、昨年は汝羊寮と渓水寮

のみのものでしが、今年は試験的に関東からも参加希望者が

いれば参加するという形をとりました。普段、サークルYと

して活動しているので、寮に泊まるという体験ができてよか

ったです。参加者の1年生で札幌観光する時間もあり、住ん

でいるからこそ知っている道や豆知識を聞くことができ、と

ても楽しく終えることができました。最終日には、各 YMCA

がこれからどうしていくのかという方針を発表しました。 

＊＊＊＊ 興望館便り ＊＊＊＊ 萱村竜馬さん＊＊＊＊ 

興望館展覧会 2月12日～17日 

多くの

方にご

協力い

ただい

た全国

地域福

祉施設

研修会。

2 月

27・28

日のべ

340 名

を超える参加者が集まりました。記念の20回大会、セツルメ

ントの精神の継承をテーマに、布施英雄氏の講演「東京下町

におけるセツルメント運動」に始まり、墨田区の題材を中心

に７つの分科会、阿部志郎氏の講演、次世代の中心となるメ

ンバーよるシンポジウムがもたれました。空間を超え、時間

を超え、日々の働きを着実に続け、夢や希望を語ることので

きるセツルメントのすばらしさに満ちた2日間でした。 

YyYyYyYyYyYyYyYyYy ＹＹＹＭＭＭＣＣＣＡＡＡニニニュュューーーススス   YyYyYyYyYyYyYyYyYyY 

【報告】 

１．東京ＹＭＣＡ「ＡＳＣＡ（アスカ）クラス」が開講 20

周年を迎えたことを記念して、2 月14 日、『発達障がい

のある子の高校卒業後の「社会自立」の実現に向けて』

をテーマに記念講演会が開催されました。会場のアンケ

ートには、「親がいなくなったらこの子はどうなるのか。

将来が心配で参加した」など、保護者の切実な思いが寄

せられ、保護者や支援機関のスタッフなど約140人が山

手センターに集い、発達障がいの第一人者である講師陣

の話に耳を傾けました。 

２．2月19日、霊南坂教会を会場に、石巻支援センターの活

動を支えるための「ウィンターコンサート」が開かれま

した。このコンサートは、東京ＹＭＣＡ理事である飯靖

子氏が指導されている洗足学園音楽大学 讃美歌ゼミの

学生によるもので、2013年の夏より石巻の仮設住宅や老

人施設などで演奏会を開催しています。来場者 79 名か

ら寄せられた募金は、センターの活動のために用いられ

ます。 

【今後の予定】 

● libyチャリティーコンサート 

不登校など学校になじめない子どもたちの居場所「東京

ＹＭＣＡオープンスペース liby（リビー）」を支援する

ためのチャリティーコンサートです。出演は、越智光輝

氏（クラリネット）、門倉美香氏（ピアノ）、斎藤草平氏

（ベース）、鎌倉規匠氏（ドラム）と、三菱商事コーラス

同好会の皆さん。libyを支える多くの方々の協力によっ

て開催されます。  

【日 時】3 月 26 日（土）13:00～16:00 【チケット】  

1,000円 

【会 場】日本基督教団阿佐ヶ谷教会 

【申込み】東京 YMCA liby  liby@tokyo.ymca.or.jp  

TEL：03-5988-7832  

（東京ＹＭＣＡ会員部 戸坂昇子さん） 

yYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyY YyYyYyYyYyY 

mailto:liby@tokyo.ymca.or.jp

