
■ 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                      

   ２０１7年  2月 №434 

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   詩編   31章25節 

『雄々しくあれ、心を強くせよ、主を待ち望む人はすべて。』 金 秀男会員 選  

                                                                                                                                                                                                                                                              

第551回 例会プログラム《TOF》 

 日 時 2017年2月15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 神谷邦子 

  「野菜作りを楽しもう！－緑豊かな街づくりを 

                    めざしてー」 

恵泉女子大学教授  藤田 智氏 

（東京多摩みなみクラブ） 

         ハッピーバースデー 

23日 山根明都  24日 磯部幸子 

『2月第二例会報告』        村杉克己書記 

日時：2017年2月1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552回2017年3月15日（水）《BF/メネット》 

卓話「活動報告」～清泉YMCA 

②第553回2017年4月19日（水）《LT》 

卓話：仮題「興望館の今」～興望館を会場に 

２. 報告及び協議事項 

①「ワイズ東西交流会」～2017年2月 4日（土）～5日（日） 

  ～日本YMCA同盟東山荘      村杉・一榮 参加      

②在京ワイズ会長会・合同新年会報告     裏面掲載 

③親睦「新春浅草歌舞伎」報告        裏面掲載 

④「陽春の集い」～東陽町センター2月25（土）10:30～ 

 東京北クラブはお茶を担当  辰馬、村杉、 参加予定 

⑤次期会長・部役員研修会～2017年3月4日（土）～5日 

 （日）日本YMCA同盟東山荘        村杉参加 

⑥興望館：こうぼうかん展覧会2月17日(金)～22日(水) 

 出展希望有り。 

⑦学生YMCA同盟主催「インドスタディツアー」2月22日～ 

3月11日清泉YMCA 参加者を支援する。 

⑧お年玉切手シート当選番号45、51、2月定例会に持参 

 出席者：磯部・幸子､神谷､小松、辰馬、村杉・一榮、山根。                            

「第550回 1月東京北クラブ・東京グリーンクラブ合同例会

報告」                 村杉克己会員  

日時：1月18日（水）18：30～20：30 

場所：千代田区和泉橋区民館3階和室 

例会日

が一緒

という

ことで

恒例と

なった、

新年合

同例会

｢新春、

お笑い

で・・｣浅見隆夫会長の開会点鐘・ワイズソング・お祈り後、

お待たせ古今亭寿輔師匠(落語芸術協会理事）、柿沼会員の紹

介で登場、落語の枕の連発・楽屋話で大笑い、そして本題「代

書屋」の一席で、またまた笑いの連続。その後に会食、参加

者ひとこと、二言、参加クラブよりのアッピール、YMCAニュ

ース。ニコニコ36,300円は、茨城クラブ、稲本修一会長の孫、

啓君が、「拡張型心筋症」の重病に罹り、その治療のために多

額の費用

が掛かる

との事で、

その募金

に贈るこ

とにした。

辰馬行男

会長の閉

会点鐘で

お開き。 

磯部・幸子、神谷、金、小松、辰馬、村杉・一榮、山根、

初村（清泉Y） 

ビジター18名・ゲスト4名 計32名 

1月在籍者   1月出席者  1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      1名 

 合    計   10名 

           90％ 

   メイクアップ 

0名  

   月修正出席率 

            ％ 

1月分 

 切  手     0ｇ 

  現  金   0円 

本年度累計 

 切   手    171ｇ 

 現   金 35,300円 

        

      1月分 

         0円  

    本年度累計 

       57,880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                       

「在京ワイズ合同新年会」報告      村杉一榮会員 

1 月 7

日(土)

午後、

山手コ

ミニュ

テイー

センタ

ー で

120 名

程の出

席で行

われま

した。1 部礼拝では日本キリスト教団早稲田教会古賀博牧師

から「虹は･･･ここにある」と題して暴風雨に活きる信仰、ど

んなに辛く苦しい時、神様は共にいてくださるという、NHK

朝ドラのミスチルが歌う主題歌を、聴きながら「空には虹が

ある」という希望あふれるメッセージを伺った。２部はビュ

ッフェ形式で、多くのメニューのご馳走とおいしいお酒をい

ただききながら、あちらこちらで話が弾んでいた。その後

「YMCA歌のひろば」の、リーダーのワイズが中心となり、だ

れでもが歌えるナツメロやら雑多の歌を、大合唱で盛り上が

りのうちにお開き。ホストの東京たんぽぽクラブありがとう。      

（小松、金、辰馬、村杉･一榮。） 

  

「在京ワイズクラブ会長会報告」      辰馬行男会長 

2017年1月7日（土）10時～東京YMCA山手コミュニティー

センターで会長会幹事の長津 徹氏の司会で開催された。日

本YMCA同盟総主事の島田 茂氏、在日本韓国YMCA総務の金 

秀男氏、東京YMCA総主事の廣田光司氏の挨拶の後、各参加ク

ラブの自己紹介が有り会計報告、東京YMCA会員部報告、在日

本韓国YMCA報告、日本YMCA同盟報告、続き次年度在京ワイ

ズ新年会ホストクラブは東京ベイサイドクラブに決まり、次

回在京ワイズ会長会日程は5月27日（土）10：00～となった。

在京ワイズ会長会規約が新しく提案、承認された。 

 

「新春浅草歌舞伎」鑑賞       辰馬行男会長 

1 月 14（土）2

部 3時から恒例

の「浅草花形歌

舞伎」を鑑賞し

ました。今年の

演目は双蝶々曲

輪日記から角力

場、浮世柄比翼

稲妻から御存鈴

ヶ森、狂言から

棒しばりと多彩な演目を楽しめました。今年の若手役者は、

昨年同様、尾上松也を中心に坂東巳之助、中村壱太郎、中村

隼人、中村梅丸など人気役者の登場でした。浅草中が正月気

分になる場所で歌舞伎を見ることの楽しさは他では味わえな

い趣が有ります。今年は芝居好きの宇都宮クラブ大久保知宏

さん、小仁恵子さん、とご一緒でき、芝居後神谷バーで楽し

く芝居談議に盛り上がり、美味しい会食をしてお開きになり

ました。 参加者：磯部・幸子、神谷、辰馬。 

大久保知宏（宇都宮クラブ）小仁恵子 

† † † † 清泉YMCA便り † † † † 2年 初村有稀子さん 

私は1月のグリーンクラブとの合同定例会に参加させていた

だきました。実は、落語は生で初めて拝見いたしましたが、

師匠のどんな些細なことでも笑いに変える話術にあっという

間に引き込まれていきました。また、グリーンクラブの方も

あたたかく、素敵な方々にお会いできたり、笑顔の絶えない

例会となりました。ありがとうございました。 

＊＊＊＊ 興望館便り ＊＊＊＊ 萱村竜馬さん＊＊＊＊ 

子どもの生活と情緒の安定を図り、一人ひとりの個性や発達

段階に応じて、全人格的な視点をもって子どもを育てること

が児童健全育成の考え方です。ここ数年、興望館学童クラブ

への申込数は定員をはるかに超え、受入数の限界に達してい

ます。現場では、学童内だけに留まらず子どもたちが地域の

なかで安全に遊び育っていく力を身につけられるよう継続的

に支援しています。家庭・学校・学童クラブ、関係機関が協

力し合える環境づくりも含め、量と質の問題に真正面から取

り組んでいます。 

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

１． 感  謝 

クリスマス募金として、2月1日現在、148人の個人のほ

か、企業等10社、教会等 8団体、合計166の個人・法よ

り合計 2,305,497円が寄せられている。この募金は、東

日本大震災復興支援活動、熊本地震復興支援活動、国際

協力活動、フレンドシップファンドのために用いさせて

いただく。 

２．1月20日、学士会館にて新春特別午餐会が開催され、作

家の阿刀田高氏に卓話をいただいた。『日本語と言葉遊

びの楽しみ』と題し、日本語独自の発達の歴史や、その

豊かさ、楽しさが分かち合われた。約50名の参加があっ

た。 

３．1月25～26日、「第12回東日本地区ＹＭＣＡスタッフ研

修会」が横浜ＹＭＣＡ主管により、国際青少年センター

東山荘を会場に開催され、東日本地区の 8つのＹＭＣＡ

より36名が集った。金迅野牧師（在日本大韓基督教会横

須賀教会）を講師に迎え、『ＹＭＣＡの働きとキリスト教

（平和とは、共生とは）』と題してお話いただいた他、他

者理解と自己理解をテーマにグループワークを行った。

東京ＹＭＣＡからは廣田総主事、小畑貴裕氏（本部事務

局）、宮田諭氏、沖津桃氏（山手コミュニティー）、中元

美佳氏（西東京コミュニティー）が参加し、ＹＭＣＡで

働く意味や、ＹＭＣＡスタッフとしてのキリスト教理解

などについて学びを深め、交流の時をもった。 

４．今年で11回目となる子育て講演会が、しののめＹＭＣＡ

こども園で1月28日に行われた。元サッカー日本代表監

督の岡田武史氏をお迎えし、『岡田武史が子育ての明日

を語る』と題してお話いただいた。177名の参加があり、

幼少期に大切な心と体の成長を「運動遊びとスポーツ」

をテーマに掘り下げ、子どもの可能性や子育ての未来の

形を見つめ直す機会となった。 

５.今後の主な行事日程 

 ・Libyチャリティーコンサート 2月18日(阿佐ヶ谷教会) 

 ・陽春の集い       2月25日（東陽町センター） 

 ・発達障がい児・者支援講演会（梅永雄二氏） 

               2月26日（山手センター） 

 ・総主事就退任式      3月19日（早稲田奉仕園） 

（小松康広担当主事） 

yYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyY YyYyYyYyYy 


