
■ 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  9月 №441 

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  コリント Ⅱ  13章11節 

『励ましあいなさい。思いを一つにしなさい。平和を保ちなさい。そうすれば、愛と平和の神が、あなたがたと共にいてくださ

います。』  金 秀男会員 選                                                                                                                                                                                                                                                           

第558回 例会プログラム《ユース》 

 日 時 2017年9月20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 辰馬行男  

    卓話「ユースコンボケーション報告」 

         清泉YMCA   平川真友美さん 

    

ハッピーバースデー 

     28日 小松康広   30日 金 聖愛  

ウエディング・アニバーサリー 

        9日 山根一毅・明都 

『9月第二例会報告』       村杉克己書記 

日時：2017年9月6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 

時間：18：30～20：45   場所：東陽町センター    

卓話「歴史に学ぶ防災論：関東大震災は生きている」 

 武村雅之氏（名古屋大学減災連携研究センター・ 

         エネルギー防災寄附研究部門教授） 

②第560回2017年11月15日（水）《ワイズ理解》 

 卓話未定～候補者と交渉中  

２. 報告及び協議事項 

①役員慰労食事会報告～8月2日（木）19：00～裏面に掲載  

②夏まつり報告～8月26日（土）10：00～裏面に掲載 

③東京YMCAインターナショナルチャリティーラン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（東京北クラブは9：30集合） 

④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 

第二例会出席者：磯部・幸子、神谷、小松、辰馬、村杉。                                  

 

「第557回 8月納涼例会報告」      篠澤忠彦会員 

日時：8月23日（水）18：30～20：30 

場所：神谷バー3階 割烹神谷 

今年の納涼例会、

会場は神谷会員

のお店（浅草 1

丁目1番地） 

で開催された。

定刻となり、司

会役の金秀男書

記の軽妙な進行

で、プログラム

前半をまたたく

間に消化し食事の時を迎える。しばし、談笑の後、待望の「あ

みだくじ（由来は別記）」が山根一毅会員のリードにより始め

る。10名の会員全員が、それぞれ趣向をこらしたプレゼント

品が『あみだ』にかけられる。少人数なので〝出し手″と〝

受け手″がすぐ判り、あちこちで歓声があがった。プログラ

ム後半となり、村杉克己会長の報告とくに①9月23日（土・

祝）9：00～第31回「東京YMCAチャリティラン」、②9月30

日（土）14：00～「第21回 関東東部部会」千葉市美術館「さ

や堂ホール」への参加・協力要請があった。小松康広担当主

事のYMCAニュースに続き8月に誕生日を迎えた磯部成文副会

長他3人の子供達を祝して、ハッピーバースデーを全員で斉

唱、あとに関係者より返礼のスピーチがあるなど、終始、明

るく楽しい雰囲気の中で進められ、気付くと「閉会点鐘」で

あった。 

付記由来―「あみだくじ」～「阿弥陀籤」  あみだくじは、

室町時代から行われていて、現在のあみだくじとは違い、真

ん中から外に向かって放射線に人数分の線を書いて、それを

引いたものであった。これが阿弥陀如来の、後光（光背）に

似ていたことから「【あみだ】くじ」と呼ばれるようになった。 

出席者：磯部・幸子、神谷、金、小松、篠澤、辰馬、 

村杉・一榮、山根。 

 

8月在籍者   8月出席者  8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     0名 

 合    計   10名 

          100％ 

   メイクアップ 

0名  

   月修正出席率 

            ％ 

8月分 

 切  手      0ｇ 

  現  金 3,000円 

本年度累計 

 切   手     24ｇ 

 現   金12,500円 

        

      8月分 

         13,000円  

    本年度累計 

       26,000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                       

『役員慰労会』          金 秀 男会員 

日時：2017年8月 2日（水）6:30p.m.～9:00p.m. 

場所：チアーズ浅

草暑気払いを兼ね

た役員慰労会、昨

年に引き続き『チ

アーズ浅草』で開

催。8 月度役員会

をてきぱきと終え

た後、まずはビー

ルで乾杯、食事は

イタリアンのコー

ス料理。食後お店からのお勧めもあり、聞こえ来るサックス

フォンの音色に導かれ2階席に移動、プロ奏者による素晴ら

しい生演奏の数々に慰労されたひとときに皆感謝。 

出席者：金・小松・篠澤・辰馬・村杉・一榮・山根 

「九州北部豪雨での支援」       山根一毅会員 

今年も九州は記録的な豪雨に襲われました。大きな土砂災害

から数日後に福岡県朝倉市に入った熊本ＹＭＣＡのスタッフ

は、「川の様に流れた土砂で家が半分ほど埋まっている。この

地区を元の状態に戻すにはどうすればよいのかと途方に暮れ

た」と伝えていました。大きな破壊力をもつ自然の前で、人

間の力は実に小さなものですが、それでも再び一歩ずつ復興

の道を歩み始めます。夏休みはキャンプシーズンで忙しかっ

た西日本のＹＭＣＡも、9 月に入ると被災地の子ども達の心

のケアや不足している後片付けのボランティアに取り組みま

す。小さな取り組みが被災した人々の一歩に寄り添い、いつ

かまた、九州の豊かな自然の中で遊ぶ子ども達の姿が戻るの

です。 

「東京YMCA夏まつり2017」       村杉克己会長 

8月26日(土)台風上

陸予報、しかも暑い

日ではありましたが、 

東陽町センターで会

員(ワイズ)・スタッ

フ・リーダー･利用学

生･日本語学校生徒

他の参加でにぎやか

に行われました。ア

トリウムでの開会式では山根メンバー参加のアトリウムジャ

ズバンド演奏で盛り上がり。名入提灯の下、ゲームコーナー。 

館内ウエルビーでは、各ワイズお馴染み屋台風景、焼きそば・

フランクフルト・うどん・お好み焼き・枝豆・被災地応援物

産、我がクラブは

清泉Ｙのメンバー、

日本語学校生徒さ

んで得意の生ビー

ル(5 樽)・ソフト

ドリンク(168 本)

の担当で完売。全

体益金約 60 万円

は、東京ＹＭＣＡ

の地域の会員活動、

公益活動に用いられる．(神谷､小松､辰馬､村杉､一榮､山根･

清泉Ｙ･伊藤希帆､越智文香、初村有稀子･ベトナムから日本語

学校で学ぶ3名<名前が難しくて失礼>の人) 

† † † † 清泉YMCA便り † † † † 1年 守谷未来さん 

7月 30日から 8月２日の四日間、横浜中央 YMCAが主催する

サマーキャンプの１つに参加しました。私が参加したキャン

プは「富士山森の探検キャンプ 1」で、「FUN~触れる、歌う、

仲良く~」というキャンプテーマを基に森の自然に触れ、親し

むことが目的のキャンプでした。主に富士山YMCAと近くの森

で活動し、人数はキャンパー33名、リーダー6名、スタッフ

1 名でした。一人で５人もの子どもたちをまとめるのはとて

も責任重大であるし不安でしたが、スタッフさんなどによる

様々な手厚いサポートもあり、他のリーダーと協力しながら

無事にキャンプを終えることが出来ました。普段関わらない

小学生と活動し、マナーなど正すことの難しさ、リーダーの

責任の重さを感じました。しかし、子どもの感性に触れられ

てとても楽しかったですし、良い経験させていただいたと思

っています。また機会があれば是非参加したいです。 

＊＊＊＊ 興望館便り ＊＊＊＊ 五十嵐美奈さん＊＊＊＊ 

「興望館デイの準備がはじまりました」 

先日保育園父母の会役員が集まり、１１月１２日に開催され

る興望館デイの相談をしました.ゲームコーナー、段ボール迷

路や子ども服のリサイクルなど保護者ならでは視点で出店し

ます。会長の大矢さんは末っ子が年長組になり、１６歳の兄

が入園して以来１５年の集大成です。父母が興望館デイに携

わることで交流が生まれ、館への理解が深まるような企画を

と、今年はステージでの父母の合唱を提案。歌声を合わせる

ことが新しい連携につながることを願っておられます。 

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

１． 8月 16～18日、飯靖子理事とボランティア 2名が熊本

ＹＭＣＡを訪問し、熊本大地震で被災した地域の農業支援

ボランティアの他、熊本ＹＭＣＡ黒川保育園やふれあいセ

ンター（益城町の仮設住宅）を訪問した。なお、昨年の「マ

ラソンチャリティーコンサート」に続き、9 月 7 日に日本

基督教団渋谷教会にて、クラウディオ・ブリツィ氏と飯靖

子氏他による熊本支援チャリティーオルガンコンサート

を開催する。 

２．8月26日、東陽町センターを会場に恒例の「夏まつり」

が開催された。会員、ワイズメンズクラブ、学生、各部関

係者により、模擬店、子どもコーナー、被災地物品販売の

他、バンド演奏や抽選会が催され、ＹＭＣＡ関係者や近隣

の家族などが多数来場して賑わった。益金約 60 万円は会

員活動のために用いる。 

３．9月2日に、会員部主催で「災害スタディ」が開催され、

会員と職員合わせて 34 名が参加した。福田信章氏（東京

災害ボランティアネットワーク事務局長）を講師に迎え、

映像を交えて災害の実際や日頃からどんな心掛けが必要

か等を学び、さらに災害時のチェックポイントを確認しな

がら東陽町のまちを実際に歩いてみた。地域の繋がりをど

のように強めていくか、ともに学び、考える機会となった。 

４.今後の主な行事日程 

 ・国際協力一斉街頭募金9月16日JR新宿駅A9出口周辺 

 ・第31回インターナショナルチャリティーラン 

               9月23日（都立木場公園） 

（小松康広担当主事） 

yYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyY YyYyYyYyYy 


