
■ 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  8月 №４２8 

Joan Wilson（カナダ） 国際会長主題：「Our Future Begins Today」[私たちの未来は、今日から始まる] 

Tung Ming Hsiao（台湾） アジア会長主題：「Respect Y‘Movement」 [ワイズ運動を尊重しよう] 

利根川恵子(川越)東日本区理事主題：「For the  Future，Act Today！」[明日に向かって、今日動こう] 

片山 啓（茨城クラブ） 関東東部部長主題：「組み合わされ、結び合わされて、造り上げられてゆく」  

辰馬行男 東京北クラブ会長主題：「義務を果たし、実りあるワイズ活動を、そして楽しく」 

会長；辰馬行男 副会長；村杉克己; 書記；村杉克己 書記；金 秀男 会計；磯部成文  担当主事；小松康広 

今月の聖句   マタイによる福音書   5章9節 

『平和を実現する人々は、幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。』 金 秀男会員  

                                                                                                                                                                                                                                                               

第545回 例会プログラム《CS》 

 日 時 2016年8月17日(水) 18:30～20:30 

 会 場 神谷バー3階  

 受 付 磯部成文         

          納涼例会 

特別会費：3,000円 ・学生1,000円 

 ビンゴゲームのプレゼント（1,000位）を持参 

     片山啓関東東部部長公式訪問 

 

ハッピーバースデイ 

7日金 賢聖  7日山根風馬  9日磯部成文  

『8月第二例会報告』        村杉克己書記 

日時：2016年8月3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546回2016年9月21日（水）《ユース》 

 卓題「未定」卓話者：神保伊和雄氏（東京むかでクラブ） 

②第547回2016年10月19日（水）《EMC/E》 

 卓話「未定」 

２. 報告及び協議事項 

①関東東部第一回評議会報告7月23日（土） 裏面掲載 

②東京YMCA夏祭り8月27日(土)東京北クラブは 10時集合 

例年の様に生ビール・ソフトドリンクの販売  

 参加者予定：神谷、小松、辰馬、山根、村杉一榮＋清泉YMCA 

③「東京YMCA東陽町会館の今後について」の説明会 

 8月8日（月）18：30～東陽町センター 出席者：辰馬 

④第30回記念チャリティーラン9月22日（木・祝） 

 第3回実行委員会、9月12日（月）18：30～ 

⑤部ユース事業主査より～ユースをテーマとした例会を持つ 

 2017年3月18日（水）を清泉YMCA報告会として提案 

⑥区報・ロースターを配布した。 

出席者：磯部・幸子、神谷、金、辰馬、村杉・一榮。 

「第544回 7月例会報告」        磯部成文会員  

日時：7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 

辰馬会長より標語について趣旨説明とあいさつがあって今年

度最初の例会が始まった。開会点鐘、ワイズソング、聖書・

お祈り、楽しい食事、全員からニコニコの話があった。体調

を悪くされていた篠澤さんは以前の肺の手術、今回の心臓の

手術を克服されて約10ヶ月ぶりに元気に出席。卓話は山根会

員（学Y出身から東京YMCAに入職して25年、現在日本YMCA

同盟所属）、「熊本地震 発生から今」と題して初震から本震

後について時系列により振り返り、課題と対応についての現

場の様子を38ページに及ぶパワーポイントでお話いただい

た。避難者1100人に対して国土交通省・県・益城町役場、医

療ソーシャルワーカー協会、日赤、国立病院機構、薬剤師会、

自衛隊、犬猫ＮＰＯ、全国から駆けつけたボランティア、マ

スコミなどが関わる緊急時の体制の様々な場面での対峙や折

衝が発生。ボランティア団体であるYMCAは阪神淡路大震災、

東日本大震災での経験を活かしたことが報告された。 

出席者：磯部･幸子､神谷､小松､篠沢､辰馬､村杉･一榮､山根。 

清泉ＹＭＣＡ：吉田沙羅 越知文香 初村有稀子。 

7月在籍者   7月出席者  7月出席率 ＢＦ等ポイント ニコニコボックス 

会    員     10名 

 

広義会員      0名 

合    計    10名 

 

 会    員   9名 

 メネット    0名 

 コメット    0名 

 ビジター    0名 

 ゲスト      3名 

 合    計   12名 

            90％ 

   メイクアップ 

0名  

   月修正出席率 

           90％ 

7月分 

 切  手     0ｇ 

  現  金 8,000円 

本年度累計 

 切   手     0ｇ 

 現   金 8,000円 

        7 月分 

19,000円 

    本年度累計 

       19,000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19回YMCA芸術祭」に参加して   神谷邦子会員 

今年も受付当番をお引き受け

して、今回は日本語学校の学

生お二人とご一緒しました。

始めの 1時間はベトナムから

の蓮さん、日本で就職したい

そうで理知的で感じのいい女

学生。次の 1時間は中国から

来た聡青年、アニメが大好きで芸術祭にも力作の鉛筆画で参

加。お二人とも頑張って日本語をしっかり勉強して夢を叶え

てほしいと思いました。もしかしたら夏まつりに顔を見せて

くれるかもしれません。私は今回初めて磁器のパーティセッ

トを販売してその売上

げを全額 YMCA に寄付

することにし、磯部幸

子さんが大枚をはたい

て 2万円で買い上げて

くださいました。磯部

さんにも YMCA にも喜

んでいただけてよかっ

たです。  （写真は磯部さんお買い上げのパーティセット） 

 

「第一回関東東部評議会報告」    辰馬行男会長 

日時：2016年7月23日（土）13：30～16：30 

2016～2017 年の

第一回関東東部評

議会が東京YMCA 

東陽町センター1

階ウエルビーで開

催された。片山 

啓関東東部部長の

開会点鍾で始まり

ワイズソング、ワイズの信条、の後片山啓関東東部部長から

今年度の活動方針、会員数1000名突破、部の強化活性化、YMCA

との協働強化などの重点目標が示された。各事業主査活動方

針、各クラブの活動方針が発表され稲本修一関東東部書記か

らクラブ運営に関する事務手続きのポイントなどが示され会

計業務のお願いが述べられた。議案審議1号議案（部長方針

承認の件）2 号議案（前年度の決算会計監査の報告）が審議

され承認された。YMCAの歌、閉会点鐘、記念撮影の後、懇親

会となり評議会が終了した。     出席者：辰馬会長 

「清泉女子大学ＹＭＣA訪問」   小松康広 担当主事 

７月５日（月）お昼の時間に辰馬会長と２人で大学を訪問し

ました。清泉YMCAに参加している皆さんの定例会の日で、 

２０名程度の学生さんが集まってくれていました。小松から

は、「東京YMCAって、何してるところ！」という感じで、ス

ライドにて活動拠点、活動内容などの説明をしました。YMCA

の名前は聞いたことがあっても、活動内容は知らないことが

多いようでした。日本で初めて室内プールが出来たところで、

今年１００年を迎えることやバレーボール・バスケットボー

ルなど北米のYMCAが発祥のことなど、余談でお話をしました。

辰馬会長からは我が東京北クラブの2016-2017方針などのお

話がありました。彼女たちの若いパワーをみんなのエネルギ

ーにさせてもらい、夏まつりやチャリティーランなど一緒に

活動することで北クラブの活動が更に充実した活動になるよ

うに願っています。 

† † † † 清泉YMCA便り † † † † 3年 松本真希 さん 

清泉YMCAは、今月に新入生歓迎パーティーを学内で行いまし

た。そこでは、三年生、二年生と新入生で食事を共にしまし

た。普段のミーティングでは話せないような話をすると、話

が尽きず、あっという間の二時間となりました。また、私は

三年の中村と一緒に、清泉YMCAのOBと食事をする機会があ

りました。OBの方々とは、二年前に東北ボランティアで一緒

に活動をしました。時は早いもので、OBの方々はこの春から

社会人となり、また私たちは後輩たちを率いる側となりまし

た。清泉女子大学は、七月末で前期の授業が終わりました。

清泉YMCAは、それぞれ夏期の過ごし方は異なりますが、YMCA

の活動を忘れずに積極的に参加したいと思います。七月も

YMCAとして充実した活動ができたことを嬉しく思います。 

 

＊＊＊＊ 興望館便り ＊＊＊＊ 萱村竜馬さん＊＊＊＊ 

溝橋通り。興望館の目の前の通りの名称です。ここを通って

保育園や学童クラブの卒業生が懐かしい顔を見せにやって来

ます。つい先日、現在米国バージニア州で生活する１３歳の

Ｄ君が一時帰国しました。彼は１２年間にわたり興望館で育

ち「将来は日本で暮らしたい」と。ちょうどオーストラリア

からのボランティア、インドネシアからの実習生も居合わせ、

パッと国際的な雰囲気が漂いました。いろいろな人が自然に

集まる興望館らしさは大切な伝統です。 

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

１．7月14日、「２０１６年賛助会年会・アドバイザー会」が学士会

館にて行われ、賛助会企業２１社とアドバイザー、役員、委員、

職員など、５０名が出席した。第１部では、会長の氏家純一氏

（野村ホールディングス株式会社名誉顧問）の挨拶、事業報告、

法人会員１３社の表彰に続き、東京ＹＭＣＡの佐久間眞人スタ

ッフが「熊本地震 被災地の実際と今私たちに出来ること」と

題して講演を行い、第２部では親睦の時がもたれた。 

２．ＹＭＣＡのキャンプを体験したことのない中国の子どもたちに

グループ活動や自然に親しむ機会を提供することを目的に、7

月 18～21 日、「北京‐東京ＹＭＣＡパートナーシップ山中湖キ

ャンプ」が実施された。北京から１０名の親子が来日し、ハイ

キング・ビックカヌー・野外炊飯・スイカ割り・キャンプファ

イヤー等、さまざまなキャンプアクティビティを楽しんだ。東

京ＹＭＣＡにほんご学院および社会体育・保育専門学校の学生

４名がリーダー兼通訳として活躍し、北京の子どもたちと交流

を深めた。北京‐東京の青少年国際交流活動を今後さらに活発

にするための礎を築く機会となった。 

３．東京ＹＭＣＡは永年にわたって発達障がい児支援クラス（ＡＳ

ＣＡ）を行なってきた経験を活かし、9月から西東京コミュニテ

ィーセンターで「放課後等デイサービス 東京ＹＭＣＡさくら

国立」を開講する。野外教育や創作活動などＹＭＣＡらしい活

動を取り入れ、すべての子どもがいきいきと生活し、豊かで納

得のいく人生を歩む基礎を作る場となることが期待されている。

開講に先立ち、8月 20日より無料体験会を順次開催の予定。 

４．10月 8日～10日、ＹＭＣＡに関わるすべての人を対象に「第１

９回日本ＹＭＣＡ大会」が東山荘にて開催される。ＹＭＣＡの

活動の原動力となるユースと、良き理解者／メンバーであるシ

ニアが、未来のＹＭＣＡを深く語り合い、互いに学び合うこと

が出来る場を目指して、世界ＹＭＣＡ同盟チェンジ・エージェ

ントやアジア・太平洋ＹＭＣＡ同盟ユース・レプス、同盟ユー

ス委員等のユースが中心となり現在準備を進めている。 

（小松康広担当主事） 

yYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyY YyYyYyYyYyY 


