
■ 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  5月 №４２５ 

     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；小松康広 

今月の聖句  マタイによる福音書  7章7節 

『求めなさい。そうすれば、与えられる。探しなさい。そうすれば、見つかる。門をたたきなさい。そうすれば、開かれる。』   

                                                 金 秀男会員                                                                                                                                                                                                                                    

第542回 例会プログラム《ＥＦ・ＪＥＦ》 

 日 時 2016年5月18日(水) 18:00～20:30 

 会 場 日本キリスト教団浅草教会 台東区浅草3－4－5 

 受 付 神谷邦子         

清泉ＹＭＣＡ活動報告 

「東北ボランティア・北海道での学生YMCA 

冬ゼミナールに参加して」 

     松本真季さん  中村 萌さん 

   溝井紫乃さん  越水智実さん  山村葉月さん 

ハッピーバースディ― 

7日・辰馬行男 15日・小仁恵子 30日・山根好陽 

ウエディング・アニバーサリー 

10日 磯部成文・幸子 

『5月第二例会報告』        村杉克己書記 

日時：2016年5月11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543回2016年6月15日(水)《評価》 

  会員評議会 「今年度の評価・総括」 

新旧役員引き継ぎ式 

②第544回2016年7月20日（水）《キックオフ》 

  「会員卓話かスピーカー」プログラム委員と検討。 

２. 報告及び協議事項 

①東日本区大会、ホテル確認～交通確認＊ 

DBC仙台青葉城クラブとの交歓会。 

②5月22日(日)東京多摩みなみクラブ設立総会～出席：村杉 

③5月28日（土）10：00～在京ワイズ新旧会長会・第14回 

 東京YMCA会員大会東陽町センター 出席：金・小松・村杉 

④5月28日(土)石巻広域ワイズメンズクラブチャーターナイト 

⑤熊本地震支援募金～5月例会ニコニコを支援金とする。 

⑥次期クラブ役員について～辰馬次期会長提案通り承認 

出席者：磯部・幸子、神谷、小松、辰馬、村杉。 

「第541回 4月例会報告」       小仁恵子会員  

日時：4月20日（水）18：30～20：30 

場所：日本キリスト教団 浅草教会 集会室 

 磯部会長の開会点鐘で始まり、

「ＢＦ代表としてオーストラリア

を訪問して」小山久恵さん（東京サ

ンライズクラブ）昨秋、東日本区か

ら南太平洋エリアへのＢＦ代表（フ

ルグランド）としてエリア大会に参

加し、その後オーストラリア区内各地のクラブを歴訪。宿泊は全て

ホームスティ、人々の暮らしぶりやミニ観光も味わってこられたそ

うです。入国後、シドニー北郊ゴスフォードから約 1,000 キロ離れ

たエリア大会会場のジーロングへは、1泊 2日の高速ドライブ移動に。

参加者55名ほどの日本でいえば部会程度の規模で、点鐘・お祈りな

ど全てなくポロシャツに半ズボンという気楽な雰囲気で、ランチは

ＢＢＱ、ディナーはスープ。宿泊はキャビンか各自のキャンピング

カーで。大会後はベンディゴへ移動後クラブを訪問。Ｙサービスク

ラブ、ウィメンズクラブ、退職者のみのクラブ、例会時のランチは、

高校生の調理実習に謝礼するクラブ、市民祭りを主催し食事を提

供・宝探しゲームなどの収益をファンドにするクラブ、毎週ラッフ

ル会場を運営するクラブ（ラッフル券を買い食事をして話す、町中

の人が集まった様な）・・活動や例会の進め方など日本と違い形式ば

らず、ゆるーい。パワーポイントによる詳細なワイズの方々との素

敵な交流の報告でした。ニコニコ一言、原宿の大田記念美術館で勝

川春章(歌舞伎役者絵）を鑑賞。日枝神社へ曾孫の初参り。北陸新幹

線乗車で金沢加賀屋に宿泊。子どもが嫌々期、親が危ない、いけな

いということをしてくれる。役員会後（山梨）桃の花見。池江璃花

子さんのスポンサー、社員と応援に。ＴＶ東京の取材有。各委員会

報告ほかYMCAの歌。欠席の会員は熊本地震救済の為現地へ、他の会

員は体調不良であったり、現在整えている状態であること。元気に

なられ、皆揃って例会を持ちたいです。副会長点鐘で閉会。 

出席者：磯部･幸子､神谷､小仁､小松、辰馬、、村杉･一榮､ 

ビジター：小山憲彦、小山久恵（東京サンライズクラブ） 

清泉ＹＭＣＡ：松本真季、初村有稀子、木村純子 

4月在籍者   4月出席者  4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   8名 

 メネット    0名 

 コメット    0名 

 ビジター    2名 

 ゲスト      3名 

 合    計   13名 

            73％ 

   メイクアップ 

0名  

   月修正出席率 

           73％ 

4月分 

 切  手     0ｇ 

  現  金11,300円 

本年度累計 

 切   手     5ｇ 

 現   金59,800円 

        4月分  

10,000円 

    本年度累計 

      93,400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                       

「自己紹介」           小松康広担当主事 

２０１６年４月より、東京北クラブ担当になりました、小松

康広と申します。どうぞよろしくお願いいたします。３月ま

では、とちぎYMCAに出向をしており、幼稚園で副園長業務、

体育の先生、施設整備、宇都宮クラブ担当などを担っていま

した。東京での業務は久しぶりのことになります。生まれも

育ちも葛飾亀有という下町、実家は床屋で町内の行事にも昔

から参加するような家で育ちました。現在は、まもなく３歳

になる娘と妻と３人家族で、日々、子育てに悪戦苦闘してい

ますが笑顔がたくさん見られるような家庭を目指し奮闘して

おります。 

妻は伝道者へと歩むべく神学生として学業に励んでおります。

娘は言葉をたくさん覚え始め、会話も楽しめるようになって

きたり、なんと讃美歌を口ずさんだりする場面もありビック

リしています。私は、ウエルネス、地域センター、幼稚園、

専門学校、キャンプ場など様々な所で仕事をさせていただき

ました。多くの経験を生かして、ワイズの皆さまとも楽しく

汗を流したいと思っております。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 

「第 3回 関東東部 評議会報告」   磯部成文会長 

日時：2016年4月16日（土）13：30～17：00 

場所：東京YMCA 東陽町センター：視聴覚室 

2015－2016年度、鈴木雅博部長による部評議会は約45人

が出席して行われた。 “チェンジ”を部長主題として、10

クラブに増えて活動してきた結果、後期半年報によると2名

の増加であった。部長報告の後、地域奉仕事業、会員増強事

業、国際・交流事業、ユース事業活動、メネット事業活動が

それぞれ報告された。 

 本日の主たるテーマはワイズメンズクラブの危機感を背景

として「なぜ？クラブをやめるのか」。10クラブの出席者一

人ひとりから意見が述べられた。 

最後に議案審議に入り、次期および次々期部長、次期役員、

次期東日本区代議員の人数と選出、関東東部20周年記念事業

準備委員会の提案、所沢クラブへのCS事業資金支援給付の5

つの議案が挙手によって採決された。評議会終了後は懇親会

が行われた。 

出席者：会長・磯部成文 副会長辰馬行男 書記・村杉克己 

会計・村杉一榮  

 

 

† † † † 清泉YMCA便り † † † † 2年 越智文香さん 

4月24日に清泉女子大学でガーデンパーティーが行われまし

た。私たち清泉YMCAは、ホットチョコレートを売りました。

前日の23日は二年生と三年生で集まり、当日に向けて準備を

しました。当日はYMCAに興味がある新入生にYMCAの活動や

概要を話したり、新入生や保護者の方などにホットチョコレ

ートを売りました。 

私はガーデンパーティーに参加するのはこれが初めてだった

ので、ガーデンパーティーがどのようなものが知れて良かっ

たと思っています。また、先輩方ともたくさん話せたのでと

ても楽しかったです。このガーデンパーティーをきっかけに

これから一年生が入ってくることを期待しています。 

 

＊＊＊＊ 興望館便り ＊＊＊＊ 五十嵐美奈さん＊＊＊＊ 

「保活戦国時代！？」 

先月、１歳の息子を認可保育園に預け復帰しました。今春

は「保活」に象徴される保育園入園の困難さが話題です。 

厚労省ＨＰでは保育園についてのアンケートが赤く表示され、

０歳児が入園しやすいと、１年６ヶ月取れる育休を前倒しす

る母親が増えています。墨田区ではこの数年０～２歳児の入

園枠を強化した結果、３歳になって行き先を失う親子が出て

います。子どもが豊かに育ち、親が喜んで子育てできる社会

とはどのようなものか。当事者としても考えさせられます。 

 

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

１．4月14日、「第26回チャリティーゴルフ大会」がレイク

ウッド総成カントリークラブにて行われ、113人が参加

した。収益金464,000円は、不登校児支援、フレンドシ

ップファンド、障がい児プログラム支援、国際協力募金、

東日本大震災被災者支援として用いていく。  

２．4月16日、「東京ＹＭＣＡ西東京センター60年（武蔵野

ブランチ開設から）記念会」が国立商協ビル（さくらホ

ール）にて開催され、164 人が集った。記念礼拝と懇親

会の二部構成で、懇親会ではスピーチやキャンプソング、

ユースボランティアによる活動紹介等を通じて、参加者

同士がＹＭＣＡにおける出会いや体験を思い起こす機会

となった。礼拝席上の献金 107,219円は西東京センター

のために捧げられた。 

３．4月23～24日、「第19回東日本地区ＹＭＣＡ理事・常議

員・総主事研修会」が仙台ＹＭＣＡ主管のもと開催され、

東京からは9人が参加した。仙台キリスト教連合被災支

援ネットワーク「東北ヘルプ」の秋山義久牧師（日本同

盟基督教団仙台のぞみ協会）による「東日本大震災での

障がい者支援」をテーマにした基調講演他、「全国ＹＭ

ＣＡ東日本大震災支援活動報告」（横浜ＹＭＣＡ田口努

総主事）や、「熊本地震現地報告と支援活動提案」（日本

ＹＭＣＡ同盟光永尚生研究所所長）が共有された。参加

者にはオプションとして津波・原発事故被災地の視察を

行う機会も設けられ、被災地の現状や今後のＹＭＣＡの

支援活動の方向性を多角的に考察する場となった。 

４．4月 29日、日本キリスト教団浅草教会にて「第 20回高

石ともやバングラデシュ奨学基金コンサート」が開催さ

れた。20 周年の記念と継続的な支援への感謝を込めて、

東京ＹＭＣＡより高石ともや氏に感謝状を贈呈した。約

100人が来場し、益金15万円をいただいた。 

（小松康広担当主事） 

yYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyY YyYyYyYyYyY 


