
■ 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  11月 №４31 

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   エレミア書  29章11節 

『わたしは、あなたたちのために立てた計画をよく心に留めている、と主はいわれる。それは平和の計画であって、災いの計画

ではない。将来と希望を与えるものである。』 金 秀男会員                                                                                                                                                                                                                                                               

第548回 例会プログラム《ワイズ理解》 

 日 時 2016年11月16日(水) 18:30～20:30 

 会 場日本キリスト教団浅草教会 台東区西浅草3－4－5  

 受 付 村杉一榮  

   卓話「なんにもないから知恵がでる」   

磯部成文会員 

 

ハッピーバースデイ 

15日 神谷邦子 

『11月第二例会報告』        村杉克己書記 

日時：2016年11月2日(水) 18:30～19:30 

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549回2016年12月21日（水）《EMC/MC》 

「クリスマス例会」クリスマスメッセージ～篠田真紀子牧師 

 「楽しくディナー」ビンゴゲーム  特別会費6,000円 

②第550回2017年1月18日（水）《IBC/DBC》 

 「新春例会」東京グリーンクラブと合同例会 

２. 報告及び協議事項 

①「関東東部20周年記念部会」報告10月15日(土) 

  参加者：辰馬、村杉、一榮。      裏面掲載 

②「グランチヤ東雲秋祭り」報告10月22日（土） 

  参加者：辰馬 小松。        12月号に掲載 

③｢清泉祭｣報告10月29～30日      12月号に掲載 

④「興望館デイ」11月13日(日)9：00～チョコバナナ販売 

  当日参加者確認～磯部、辰馬、村杉。清泉Y予定 

⑤第2回関東東部評議会11月19日（土）13：00～ 

 東陽町センター 出席者：辰馬、村杉。 

⑥「東日本区メネットのつどい」11月26日（土）10：00～ 

場所：東陽町センター 卓話 武内陶子NHKアナウンサー 

⑦「在京ワイズ合同新年会」2017年1月7日（土）12：30～ 

第二例会出席者：金、辰馬、村杉。 

「第547回10月例会報告」        小松康広会員  

日時：10月19日（水）18：30～20：30 

場所：日本キリスト教団 浅草教会 集会室 

ツアーコンダク

ターが手書きで

書いたという地

図を配布し素敵

なＢＧＭ付きの

スライドを見な

がらの辰馬会長

の「スペイン旅

行」のお話でし

た。【シントラ】リスボンに隣接するところで宮殿群や城跡を

含むシントラの文化財は、「シントラの文化的景観」として世

界遺産に登録されているところである。【ロカ岬】【ベレンの

塔】と続き、【ジェロニモス修道院】【サンタマリア教会】の

観光の際には、大統領の騎馬隊に偶然にも遭遇したそうです。

【トマール修道院】【テンプル騎士団】そして【モンサント】

巨大な石の建造物がとても印象的でした｡【ポルト】ドウロ川

上流は甘いポートワインの産地【サンベント駅】はアズレー

ジョ(彩色タイル)が有名【ドンルイス橋】道路・鉄道併用橋

で､ドウロ川に架かっている。【サンディアゴ・デ・コンポス

テーラ】聖地、ヤコブの墓として有名､【レオン】レオン王国

大聖堂の写真がとても印象的でした｡【サンティリャーナ・

デ・マル】では【アルタミラ洞窟】【ビスカヤ橋】【グッケン

ハイム美術館】のお話でした｡【サンセバスティアン】では【サ

ンタマリア教会】そして【ブルゴス大聖堂】今回の旅は、修

道院､教会､大聖堂と多くの歴史建造物を見ることができまし

た。スライドの写真も、上下にズームがされるようになった

り､中心から徐々に広がるようなズームになるなど凝った編

集がされており､見ている私たちを楽しませてくれました。 

出席者：磯部･幸子、神谷、金、小松、篠澤、辰馬、 

村杉・一榮、山根。 

清泉ＹＭＣＡ：高山由梨佳、山口紗矢香。 

10月在籍者   10月出席者  10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   10名 

 メネット    0名 

 コメット    0名 

 ビジター    0名 

 ゲスト      2名 

 合    計   11名 

           100％ 

   メイクアップ 

0名  

  10 月修正出席率 

          100％ 

10月分 

 切  手     75ｇ 

  現  金 8,300円 

本年度累計 

 切   手    116ｇ 

 現   金 26,800円 

        10 月分 

10,000円 

    本年度累計 

       47,200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                       

「関東東部第20回記念部会に参加して」 村杉一榮会員 

今年度、茨城ＹＭＣＡ20周年・茨城クラブ10周年・続いて、 

関東東部第20回記念部会が茨城クラブのホストで、秋晴れの

なか「筑波国際会議場」･「ホテルグランド東雲」を会場に行

われました。元アジアパシフィック地域ＹＭＣＡ総主事山田

公平さんによる基調講演では、まだまだＹＭＣＡとワイズメ

ンズクラブが一緒になって、今地域で出来ることがあるはず

と、元気に語られ励まされました。日本ＹＭＣＡ同盟主事有

田征彦さんより今、日本のＹＭＣＡが取り組んでいる「ブラ

ンディング」について、私たちにも受け入れられるような、 

わかり易い説明でした。その後７グループによる分団協議。 

楽しく懇親会、各クラブ発表。茨城ＹＭＣＡのリーダー、 

スタッフを含め75名の参加。(参加者：辰馬・村杉･一榮) 

 

『第19回日本YMCA大会』に参加して  金秀男会員 

2年に一度開催される日本YMCA大会、19回目となる今回は、

東山荘の献堂式を挟んでの2泊3日、大会の企画から実際の

運営まで初のユースによる大会ということに加えて、参加者

目標300名、その内過半数をユース世代が占めるという触れ

込みで開催された。しかも大会テーマが『ユースエンパワー

メント－私たちの活動が社会を変える』。毎年6月、少なくと

も出席代議員の 3 分の 1 がユースの中開催されている日本

YMCA同盟協議会、今年で既に5回を経てシニアとユースが共

に存在するという風景が当たり前となって、格段に明るく、

エネルギッシュ、端的にいえば楽しいと感じてきた身にとっ

て、300 名越えの出席者の過半がユースってのは？と言うわ

くわく感と共に、ロートルとして不平、不満は漏らさないと

の覚悟をもっての参加であった。 

結果、目標をいずれも達成して、素晴らしい大会であった

（シニア世代の評価は上々）。オープニングとクロージングで

のドラムサークル（全員が様々な打楽器を手にリズムコミュ

ニケーション）、ジャズ調(?)な聖日礼拝、スペシャルジャズ

ライブ、3 回にわたる、ユース、シニア別および合同でのグ

ループディスカッション、それらのプログラムを通してシニ

アがエンパワーメントされたというのが率直な感想である。 

教会を始めどの団体、グループでもユースがいない、後を継

いでくれるものがいないと言って現状を嘆いている中、この

ように見える形で良い変化を見せているYMCAが誇らしく、そ

の要因に思いを馳せてみる。考えてみればYMCAの歩みを振り

返るだけでも、当たり前のことに気づかされる。いつの時代

でも、ユースが社会変革と創造のトップランナーであったこ

とを。そして、シニアの共感と支援を得たものが実現されて

きたということを。 

 

◎来年1月第二例会は2017年 1月11日（水）に変更 

† † † † 清泉YMCA便り † † † † 3年 松本真希さん 

清泉女子大学は、29日と30日に文化祭が行われました。 

清泉YMCAは、手作りのベビーカステラと岩手県宮古市のいか

せんべいを販売致しました。また、三年生は、この文化祭で

清泉YMCAを引退し、後輩へと引き継ぐことになりました。今

回の文化祭では、たくさんのYMCA関係者の方々が足を運んで

くださり、感謝の気持ちでいっぱいです。今後とも清泉YMCA

は、皆様の期待に応えられるよう頑張りますのでよろしくお

願い致します。 

 

＊＊＊＊ 興望館便り ＊＊＊＊ 五十嵐美奈さん＊＊＊＊ 

興望館デー総菜販売を10月18日・25日に行い、サンマの甘

露煮やコロッケ、だし巻き卵等の給食メニューを出しました。

328件の予約があり、351,080円の売上でした。興望館ではホ

カ弁やコンビニが普及する前の昭和３８年～４５年、家内工

業の近隣家庭に弁当配達をする協力給食部がありました。 

今も町会や学校行事に鉄板や杵臼を貸し出し、手作りあんこ

を提供しています。食を通じた地域連携です。 

 

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

１．10月8～11日、「第19回日本ＹＭＣＡ大会」が東山荘で

開催された。全国から311名の関係者（うちユース世代160

名）が集い、東京からも 22 名の職員や会員、レイパーソ

ン、ワイズメン、ユースリーダー等が参加した。今大会で

は、ユース世代が実行委員として大会の企画、広報、運営

のすべてを担い、「ユースエンパワメントを加速する～私

たちの活動が社会を変える」をテーマに、活発な意見交換

や全国の事例報告が行われた。大会期間中は、東山荘新本

館の献同式および継続会員賞や勤続者賞などの表彰式も

執り行われた。 

２．10月 10日（体育の日）、第 33回会員ソフトボール大会

が出版健康保険組合大宮運動場にて開催された。会員、賛

助会企業、近隣ＹＭＣＡ、学生ボランティア、職員等併せ

て 15 チーム 216 名の参加があった。晴天の中、白熱した

試合が行われ、賛助会企業のジョンソンコントロールズ㈱

よりチーム「ジョンソン・ブルー」が優勝の栄冠に輝いた。 

３．10 月 13～16 日、香港中華ＹＭＣＡ１１５周年記念式典

が開催された。アジア各国から総勢 600 名が香港に集い、

東京からは菅谷淳副総主事、星野太郎財務部主任主事が出

席した。和やかな雰囲気の中で、礼拝、基調講演、晩餐会、

表彰式等が執り行われ、参加者同士の交流が深められた。 

４．10月31日~11月2日、「第19回ソウル・台北・東京ＹＭ

ＣＡ指導者協議会（ＳＴＴ）」がリッチモンドホテルプレ

ミア東京押上を会場に開催された。今回は東京ＹＭＣＡが

主管となり、3 つのＹＭＣＡから理事・監事・評議員・運

営委員・ワイズメン等、67名の参加があった。基調講演は、

アジア・太平洋ＹＭＣＡ同盟元総主事の山田公平氏に「高

齢社会におけるＹＭＣＡの役割」をテーマにお話しいただ

いた。その他、各ＹＭＣＡの報告、児童・高齢者総合施設

としてのグランチャ東雲施設見学、都内観光等を通じて、

アジアに連なる大都市ＹＭＣＡの連帯、交流がはかられた。 

５．11 月 26 日、山手センターにて「ソシアスフォーラム」

が開催される。今年は中期計画とブランディングをテー

マに参加者同士で東京ＹＭＣＡの未来を語り合う予定。 

（小松康広担当主事） 

yYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyY YyYyYyYyYyY 


