
■ 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  3月 №435 

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   マルコによる福音書  14章38節 

『誘惑に陥らぬよう、目を覚まして祈っていなさい。心は燃えても、肉体は弱い。』 金 秀男会員 選  

                                                                                                                                                                                                                                                              

第552回 例会プログラム《BF/メネット》 

 日 時 2017年3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 小松康広 

  清泉YMCA活動報告 

   「年間活動報告、インドスタディーツアー報告」 

     初村有稀子さん 越智文香さん 

         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：2017年3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第554回2017年5月17日（水）《EF/JEF》 

卓話:仮題「お花茶屋から石巻へ｣関喜一郎氏(石巻広域クラブ) 

２. 報告及び協議事項 

①｢ワイズ東西交流会｣報告 日本YMCA同盟東山荘 裏面掲載 

②「陽春の集い」報告 東陽町センター     裏面掲載 

③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     村杉次期会長参加 

④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参加者支援～初村有稀子・越智文香 

⑤関東東部合同EMC委員会～4月1日（土）15：00～17：00 

東陽町センター（村杉クラブEMC委員出席） 

⑥第20回東日本区大会6月 3日(土)・4日(日)ウエスタ川越 

申し込みは各自で。  申込締切日：4月15日（土） 

⑦5月第二例会日変更5月3日（祝）➡5月10日（水）に 

⑧お年玉切手シート当選番号45、51、3月定例会に持参 

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

「第551回 2月例会報告」       辰馬行男会長  

日時：2月15日（水）18：30～20：30 

場所：日本キリスト教団 浅草教会 集会室 

村杉書記の司

会で始まり、

辰馬会長の開

会点鐘、ワイ

ズソング、聖

書・お祈りは

村杉一榮さん、

楽しい食事、

ニコニコ一言

と続き、今日

の卓話は「野菜作りを楽しもうー緑豊かな街づくりをめざし

てー」です。恵泉女学園大学の藤田智先生の講義を聞く事が

出来ました。先生は、秋田県湯沢市出身、岩手大学農学部大

学院終了後、女子高校の教員、恵泉女学園園芸短期大学を経

て恵泉女学園大学へ、大学を出て30年テレビでは「NHK趣味

の園芸・やさいの時間」「日本テレビ・世界一受けたい授業」

などに出演。卓話ではプロジエクターを使って解りやすい説

明でした。農業が地球にもたらしたものは、移動生活から定

住生活へ、農業は環境破壊という事実もある。また不法投棄

した所に花を植えると、ごみを置かなくなる。相模川の堤防

に芝ざくらを植えると町は美しくなり多くの人が訪れるよう

な場所になった。植物を育てると苦労、努力した分だけ報わ

れたり、四季を感じたり、食料を得ることの大変さがわかる。

その他広範囲に渡る農業や園芸の知識を学ぶことができ、こ

れからの団塊世代の指針になるようなお話でした。各委員長

報告、ニコニコ発表、YMCAの歌、2月例会は藤田智・恵美夫

妻を迎え楽しい例会になりました。最後に村杉副会長の閉会

点鐘で終了しました。 

出席者：磯部・幸子、神谷、篠澤、辰馬、村杉・一榮。 

ビジター：藤田 智、藤田恵美（東京多摩みなみクラブ） 

清泉YMCA：越智文香、福田緋理。 

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     10名 

 

広義会員      0名 

合    計    10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 

           70％ 

   メイクアップ 

0名  

   月修正出席率 

            ％ 

2月分 

 切  手     25ｇ 

  現  金 8,000円 

本年度累計 

 切   手    196ｇ 

 現   金 43,300円 

        

      2月分 

        41,00 0円  

    本年度累計 

       98,880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                       

「第 2回東西日本区交流会」報告   村杉一榮会員 

！未来につなぐワイズスピリットを！ 

2 月の東山荘と聞いて寒さで敬遠された方もあったようだが、

快晴に恵まれ暖かさに感謝。370 名の参加者で懐かしい顔、

初めての方々と交流することができました。東西の傾向とい

うか、西の方が若い方の参加が多く、理事、元理事が壇上に 

上がられたが、あふれる位で東西に分かれて20年、さもあり

なんという感じ、西の理事経験者は、派手なジャケットを着

用し、東にはあれを着こなす方は･･･と思った次第です。1部

では中道基夫ワイズ(神戸)よる基調講演「ＹＭＣＡのブラン

デイングとワイズ｣、堀口廣司東山荘所長による「東山荘の歴

史｣、屋外で

の 370名の

記念撮影。

各事業別に

分かれての

交流プログ

ラム。体育

館を会場に

夕食懇親会。

仙台青葉城

クラブとの

ＤＢＣ交流、

私たちは日曜に予定があり、朝食･懇談後失礼しましたが、盛

り沢山のプログラムで、楽しい二日間でした、実行委員の皆

様に感謝。 

「陽春の集い」報告         村杉克己会員 

2 月 25 日

(土 )12:00

～暖かい日

差しのもと、

東陽町セン

ターで恒例

となってい

る「陽春の

集い」が開

かれ地域のお年寄りの方に声を掛け、150 名余の参加者があ

りました。1 部、お餅つき～福もちを味わいましょう。我が

クラブの担当による、お茶の接待、4つのポット･2つのやか

んでスムーズに

提供できました。

2部、懐かしい、

剣玉･ベーゴマ･

折り紙･書初め

等々。3部､福々

亭一門(ボラン

テイア素人集

団)による落語･新舞踊･楽しい歌の数々。参加者満足でのお帰

り。(辰馬･村杉) 

† † † † 清泉YMCA便り † † † † 2年 福田緋理さん 

今回、初めて定例会に参加させて頂きました。みなさん、本

当に温かく迎えて頂きありがとうございました。今回、恵泉

女学園の教授でいらっしゃる藤田先生による、野菜づくりに

ついての講演を聞きました。自宅から自転車で行ける距離の

大学で、こんなにも楽しい授業をやっていることに、初めて

知りました。野菜づくりが現代の問題解決に繋がったり、町

おこしに繋がることが素敵だなど思いました。みなさんの温

かさがいっぱいで、終始笑い続けた定例会でした。楽しい時

間をありがとうございました。 

＊＊＊＊ 興望館便り ＊＊＊＊ 五十嵐美奈さん＊＊＊＊ 

「Lattitude学生ボランティア来館」 

3月3日、AlfreyとJakeが半年間住み込みの活動を開始しま

した。これに先立つ2月22日、組織の責任者グレン氏が豪州

から来日し、懇談しました。昨今の課題はテクノロジーの進

化。今の学生はSNSを通じて自分の日常を発信することにエ

ネルギーを費やし、何かあればテレビ電話で母親に相談しま

す。しかし、それで本当に海外に出て挑戦していると言える

でしょうか。興望館では情報技術に負けない「人の輪」で二

人を囲み、共に成長する時間となることを目指します。 

 

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

１． 2月18日、日本基督教団阿佐ヶ谷教会にて、東京たんぽ

ぽＹサービスクラブ、liby主催の「第18回libyチャリ

ティーコンサート」が開催された。200名を超える来場

者から寄せられた募金（152,078円）はlibyの活動支援

のために用いられる。 

２． 2016年度の専門学校卒業式は下記のとおり 

・社会体育・保育専門学校 卒業生 １１３名   

・高等学院 卒業生  １０名   

・国際ホテル専門学校 卒業生 １４５名   

・（学校法人）医療福祉専門学校 卒業生  ６１名   

・にほんご学院 卒業生  ５９名   

３． 東日本大震災の被災地を覚え、下記の取り組みを予定し

ている。 

・日本基督教団主催「東日本大震災6周年記念礼拝」 

・ＹＭＣＡふくしまキッズスキークラブ2017 

      3月11日（星野リゾート猫魔スキー場） 

・街頭募金      3月11日（高田馬場駅周辺） 

・揚がれ！希望の凧 2017   3月12日 

（町田市玉川学園子ども広場） 

  

４． 第701回 東京YMCA午餐会  ３月２１日（火）12:00

～ 東京大学YMCA 

   フットマーク株式会社 代表取締役会長 磯部成文氏 

   「新しい一歩を創る ～リオ・オリンピック水泳金メ

ダリストを育てた下町企業の挑戦～」と題しフットマ

ーク社の哲学とリオ・オリンピック金メダリストを 

   輩出した同社の挑戦秘話をお聞きします。 

５.その他の主な行事日程 

・総主事就退任式 3月19日（早稲田奉仕園スコットホール） 

・チャリティーゴルフ大会    4月13日 

          （レイクウッド総成カントリークラブ） 

６．深 悼 

  ・竹内敏朗氏（熱海ＹＭＣＡ理事長、元ワイズ国際会長） 

2月24日召天 享年91歳 

（小松康広担当主事） 

yYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyY YyYyYyYyYy 


