
■ 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  8月 №440 

Henry Grindheim(ノルウエー) 国際会長主題：「Let Us Walk in the Light-Together」[ともに、光の中を歩もう] 

Tung Ming Hsiao（台湾） アジア太平洋地域会長主題：「Respect Y'ｓ  Movement」 [ワイズ運動を尊重しよう] 

栗本治郎(熱海)東日本区理事主題：「Extension Membership & Conservation」[広げようワイズの仲間] 

長尾昌男（千葉クラブ） 関東東部部長主題：「義務を果たしてこそ、クラブと関東東部の活性化を図ろう」  

            村杉克己 東京北クラブ会長主題：「YMCA（Y）・興望館（地域）・清泉YMCA（若者）・＋なにかを！」 

会長；村杉克己 副会長；磯部成文; 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  ガラテヤ人への手紙  5章1節 

『この自由を得させるために、キリストはわたしたちを自由の身にしてくださったのです。だから、しっかりしなさい。奴隷の

軛に二度とつながれてはなりません。』  金 秀男会員 選                                                                                                                                                                                                                                                              

第557回 例会プログラム《CS》 

 日 時 2017年8月23日(水) 18:30～20:30 

 会 場 神谷バー3階 割烹神谷 

 受 付 村杉一榮  

納涼例会（気軽に楽しくアロハもOK） 

   特別会費：3,000円・学生1,000円 

   プレゼント交換（1,000円位）を持参 

 

ハッピーバースデー 

7日 金 賢聖  7日 山根風馬  9日 磯部成文  

『8月第二例会＆ご苦労様食事会』    村杉克己書記 

日時：2017年8月2日（水）18：30～21：00 

場所：「チアーズ浅草」台東区雷門2－19－16 

1.第一例会プログラム  

①第558回2017年9月20日（水）《ユース》 

  卓話予定「ユースコンボケーション報告」 

       清泉YMCA 平川真友美さん 

②第559回2017年10月18日（水）《EMC/E・YES》 

「東京北・江東・グリーン・ひがし・ベイサイド」合同例会 

 場所：東陽町センター   卓話「未定」 

２. 報告及び協議事項 

①8月2日（水）7：00～ご苦労様食事会報告  9月に掲載 

②7月15日（土）関東東部第 1回評議会報告  裏面に掲載 

③第20回東京YMCA会員芸術祭報告～     裏面に掲載 

④夏まつり～8月26日（土）10：00～10：30集合 

〇実行委員会7月31日（月）18：30～ 小松・村杉出席 

   例年と同じく、生ビール・ソフトドリンク販売 

⑤東京YMCAインターナショナルチャリティラン9月23日(土・祝) 

 〇実行委員会9月11日（月）18：30～参加55チーム目標 

  ・例年と同じくコース誘導を（9：30～10：00集合） 

⑥第21回関東東部部会～9月30日（土）14：00～18：30 

千葉市美術館｢さや堂ホール｣4,000円･ホスト千葉クラブ 

例会出席者：篠澤、金、小松、辰馬、村杉・一榮、山根。                                  

「第556回 7月例会報告」       小松康広会員 

日時：7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 

新年度のスタート、

村杉新会長の開会点

鐘、ワイズソング、

聖書お祈り、ビジタ

ー紹介では、長尾昌

男氏（関東東部部長、

千葉クラブ）、東裕二

氏（関東東部地域奉

仕事業主査・所沢クラブ）、衣笠輝夫氏（関東東部ユース事業

主査・埼玉クラブ）そして、本日の卓話者、星野太郎氏（東

京 YMCA 副総主事）の紹介、美味しい食事から全員のニコ

ニコ半言（はんこと）がありました。年度始めに長尾部長に

公式訪問頂き、「義務を果たしてクラブと関東東部の活性化

を図ろう」とお話を頂きよいスタートとなりました。卓話は

星野氏より「東京 YMCA の今」と題し、星野氏自身の農村

伝道に仕えた家庭での生い立ちから、少年時代の葛藤と反抗、

そして洗礼を受けたこと、上京し大学生活から YMCA に入

職し今日までの職歴など語ってくださった。YMCAについて

は、近年、厳しい財政状況にあったが、なんとかそこから脱

却し、いまは財政面はもちろんだが会員活動の活性化、新規

事業の開拓、人材育成などに力を注いできている。10月から

日本YMCAは生まれ変わります、そして世の中にYMCAを

選んでもらえるように更に精進していきたとお話し頂きまし

た。会長報告、YMCAニュース、磯部副会長の閉会点鐘で終

了しました。 

例会出席者：磯部・幸子、神谷、金、小松、篠澤、辰馬、 

村杉・一榮、山根。 

ビジター：星野太郎（東京むかでクラブ担当主事）・長尾昌男

（関東東部部長・千葉クラブ）・東 祐二（関東東

部地域奉仕事業主査・所沢クラブ）・衣笠輝夫（関

東東部ユース事業主査・埼玉クラブ） 

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   10名 

 メネット    0名 

 コメット    0名 

 ビジター    4名 

 ゲスト     0名 

 合    計   14名 

          100％ 

   メイクアップ 

0名  

   月修正出席率 

            ％ 

6月分 

 切  手     24ｇ 

  現  金 9,500円 

本年度累計 

 切   手     24ｇ 

 現   金 9,500円 

        

      7月分 

         13,000円  

    本年度累計 

       13,000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20回 東京YMCA会員芸術祭 」   神谷邦子会員 

6月26日（月）～

７月１日（土）ま

で 今 年 も 東 京

YMCA 東陽町セン

ターのロビー奥で

開催された。油

絵・水彩画・写真・

陶芸・書画・手芸

など思い思いの作

品が並び、また豊

かな芸術力を持つ不登校や障害のある子供達や留学生達の作

品も来場者を楽しませてくれた。私は例年のごとく白磁に手

描きで上絵付けを施した絵皿を１枚出品。26日午前中に東京

北クラブで受付当番を担当した。 

参加者：磯部幸子、神谷邦子、村杉一榮。 

「2017～2018第1回関東東部評議会報告｣  村杉克己会長 

7 月 15 日

(土)13:30～東

陽町センターで

長尾昌男関東東

部部長周到な準

備のうちに 31

名の出席で行わ

れました。 

各事業主査の活

動計画、（『思いやりを持って地域に奉仕』：『ひろげようワイ

ズの輪』：『義務を果たしてこそ、権利生ずることを実践しよ

う』～小さなことからコツコツと～：『楽しく義務を果たして、

部とクラブの活性化』：『メネットの絆を深めましょう！』)

の発表。 各クラブの活動計画、（「皆で参加、楽しい例会へ」：

「奉仕の花を咲かせよう」：「親睦なくして奉仕はない」：「着

実に前進を」：「ＹＭＣＡ(Ｙ)･興望館(地域)･清泉ＹＭＣＡ(若

者)+なにかを！」：「喜びを持って奉仕しよう!!－できること

を見つけよう－」：「楽しもう ワイズ！！」：「“クラブ20年

の歴史を振り返り、ＥＭＣにつなげよう！”」：「ワイズはＹＭ

ＣＡの「お兄ちゃん」へ！」：「原点を見つめ直し、支え合い、

楽しく、一体感で」)の発表。1号議案～部長方針の件、主題･

方針･重点目標(義務を果たして、クラブと関東東部の活性化

を図ろう)承認。2号議案～2016～2017年度決算･監査報告の

件承認。第21回関東東部部会には「是非大勢の参加」のアッ

ピールで閉会。          出席者・村杉会長 

「清泉女子大学ＹＭＣA訪問」   小松康広担当主事 

６月30日、お昼の時間に訪問しました。清泉YMCAに参加し

ている皆さんの定例会の日で１８名の学生さんが集まってく

れていました。「東京YMCAって、何してるところ！」という

ことで東京YMCAのホームページをスクリーンに映し出し、歴

史、活動拠点、活動内容などの説明をしました。日本で初め

て室内プールが出来た場所で、今年１００周年を迎えるトピ

ックスなども説明した。YMCAの名前は聞いたことがあっても、

活動内容は多岐にわたることから、知らないことが多いよう

でした。そして、YMCAとワイズメンズクラブとの関わり、我

が東京北クラブの活動内容について、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、是非、皆さんの若いパワーをクラブのエネ

ルギーにさせてもらいたいとお話ししてきました。 

† † † † 清泉YMCA便り † † † † 1年 伊藤希帆さん 

先輩方がお菓子とたこ焼きとポテトを準備して、新入生歓迎

会をひらいてくださいました。定期的なミーティングで顔馴

染みはあってもなかなか話すことが出来なかった先輩方と楽

しく会話することができて嬉しかったです。先輩に限らず、

同期の子とも話すきっなけになりました。また、普段の生活

では関わらない他学科の人から、それぞれの学科事情につい

ても聞けて凄く楽しかったです。このメンバーで行うこれか

らの活動がより楽しみになりました。 

 

＊＊＊＊ 興望館便り ＊＊＊＊ 萱村竜馬さん＊＊＊＊ 

「夏のキャンプの参加賞 」 

毎年、学生ボランティア・職員によるハンドメイドの参加賞。

たいへんな作業になりますが、「その年だけの思い出」にと、

一つひとつ気持ちを込めます。昨年は、半田ごてでＣＡＭＰ

と焼印したサイコロ型のキーホルダー。大切に使う子ども達

の様子を見てやり甲斐を感じます。今年は１９９枚の手ぬぐ

い１枚１枚に興望館のもみの木マークをプリントします。興

望館生え抜きの大学性も含め４４名の学生リーダーとともに

キャンプをつくり上げます。 

 

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

○8月26日（土） 東京YMCA夏まつり 

本番が近づいてまいりました。クラ ブの皆様には恒例のドリ

ンクコーナーのご担当をお願 いいたします。また、 前日は 

15：00 よりア トリウム、Well-B の提 灯はりが行われます。 

大変恐縮ですがお手 伝いいただける皆様、 どうぞよろしく

お願 いいたします。 

○9月2日（土）災害スタディ  

先にお知らせした災害スタディの詳細が決定しま した。防災

の観点から街を歩いて、その後感じたことをみんなで話し合

いたいと思います。東陽町セン ター近辺の街あるきです。ど

うぞご参加をお願いい たします。 

 日時：9 月 2 日（土）13：00～16：00 

 会場：東京 YMCA 東陽町センター視聴覚室  

費用：無料  

対象：会員並びに YMCA に関わる方  

服装：歩きやすい服装・靴、帽子  

持物：水分  

申込：会員部 03-3615-556 

 

〇今後の主な行事日程 

 ・国際協力一斉街頭募金    9月16日（新宿駅周辺） 

 ・第31回インターナショナルチャリティラン 

               9月23日（都立木場公園） 

（小松康広担当主事） 

yYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyY YyYyYyYyYy 

―会計より― 新年度の会費納入をお願いします。 

＊ みずほ銀行千束町支店（せんぞくちょうしてん） 

＊ 普通預金 １７８１３０８ 東京北ワイズメンズクラブ 

年会費   ６０,０００円（半期３０,０００） 

夫婦会員  ４０,０００円 

 

―会計からの報告―  

＊郵便局の定期預金 2口が 6月満期となりました。 

 普通預金に入金しましたので、報告致します。 


