
■ 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  10月 №442 

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  4章18節 

『わたしたちは見えるものではなく、見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続

するからです。』  金 秀男会員 選                                                                                                                                                                                                                                                         

第559回 合同例会プログラム《EMC/E/YES》 

 日 時 2017年10月18日(水) 18:30～20:45 

 会 場 東陽町センター 

 受 付 村杉克己  

 

「東京北・江東・グリーン・ひがし・ベイサイド」合同例会 

  卓話「歴史に学ぶ防災論：関東大震災は生きている」 

竹村雅之氏（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」 

 

『10月第二例会報告』       村杉克己書記 

日時：2017年10月4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560回2017年11月15日（水）《ワイズ理解》 

 卓話 仮「はちみつ・プロポリス」 

            松香光夫氏（東京コスモス） 

②第561回2017年12月20日（水）《EMC/MC》 

 「クリスマス例会」1部「礼拝」  2部「Kinukawa」 

２. 報告及び協議事項  

①東京YMCAチャリティーラン報告9月23日(土)裏面に掲載 

＠ 評価会10月16日（月）18：30～東陽町センター 

②第21回関東東部部会～9月30日(土)14：00～11月に掲載 

③興望館プレイデー～10月7日（土）9：30～15：00 

                  曳舟小学校校庭 

④興望館デー～11月12日（日）10：00～13：00 

（例年のようにチョコバナナ販売） 

⑤第2回関東東部評議会11月18日（土）13：00～16:00 

東陽町センター 

⑥「ワイズメネットの集い」11月25日（土）11：00～ 

横浜中央YMCA（JR京浜東北線関内駅徒歩3分横浜市役所前） 

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

 

「第558回 9月例会報告」        辰馬行男会員 

日時：9月20日（水）18：30～20：30 

場所：日本キリスト教団 浅草教会 集会室 

定刻通り金秀男書記の司会で始まり村杉会長の開会点鐘、ワ 

イズソング、聖書・お祈り、ビジターゲストは関東東部ユー 

ス事業主査の衣笠輝夫さん（埼玉クラブ）と今日の卓話者の 

清泉YMCA平川真友美さん。楽しく食事は今月も美味しい弁 

当を磯部幸子さんが用意してくれました。ニコニコでは体調 

の悪い話やペットの防災の話、孫のお宮参りの話、浮世絵の 

話など会員の皆様方の多彩なお話がありました。今日は小松

康広担当主事より YMCA からのブランディングの話を聞くこ

とになり、YMCAはまずロゴが変わります。みつかる。つなが

る。よくなってゆく。のスローガンで少しづつ変わっていく

ようです。卓話では7月9日～23日までタイのチェンマイで

開かれたユースコンボケーション報告が平川真友美さんから

有り、小学校でゲームをしたりお寺を訪問したり環境問題を

話し合ったりと有意義な時間を過ごせたことが報告されまし

た。今月のハッピーバースデーは小松康広さんと金聖愛さん、

ウエディングアニバーサリーは山根一毅・明都さん。YMCAの

歌、閉会点鐘は辰馬直前会長で例会は終了しました。 

出席者：磯部幸子、金、小松、辰馬、村杉・一榮、山根。 

ビジター：衣笠輝夫（埼玉クラブ） 

清泉YMCA：平川真友美 

 

9月在籍者   9月出席者  9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    1名 

 ゲスト     1名 

 合    計   9名 

           70％ 

   メイクアップ 

0名  

   月修正出席率 

           ％ 

9月分 

 切  手      0ｇ 

  現  金 9,500円 

本年度累計 

 切   手     24ｇ 

 現   金22,000円 

        

      9月分 

         8,000円  

    本年度累計 

       34,000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31回 チャリティラン報告」    磯部幸子会員 

日時：2017年9月23日（祝）9：30～14：30 

場所：木場公園内特設コース 

昨年の大

雨による

チャリテ

ィラン中

止が気に

なってい

ただけに

前日から

の雨を心

配してい

ましたが、おかげで今回は曇りのち晴れの良いコンディショ

ンでチャリティランをむかえることができてほっとしました。

「障がいのある子どもたちのために」をスローガンに、東京

YMCA 主催のチャリティランは今年で 31 回を迎えました。か

つての会場となった皇居、代々木公園からここ木場公園に会

場を移していますがすっかり馴染んだ感じです。人気の「こ

どもラン」は10：30から幼児～小学生450人、保護者を合わ

せて約700人という賑わいぶりで盛り上がりました。12：10

からは本競技。48チーム、ランナーと伴走者で約300人、ボ

ランティアとスタッフ170人、応援の方々を入れると合計約

1500人の来場者でした。私ごとですがフットマークチームは

8位と健闘、お手伝いをしながら心から嬉しく思いました。  

出席者：磯部・幸子、 小松、 辰馬、 村杉・一榮。 

清泉YMCA:初村有希子  

 

「災害スタディ」報告        小松康広担当主事 

 ～地

域の繋

がりを

強める

ことで、

首都圏

災害に

備えま

しょう

～ と

題し、

９月２

日（土）東陽町センターを会場に実施されました。当日は、

３５名の会員の参加がありました。東京災害ボランティアネ

ットワーク事務局長 福田信章氏をお招きし、前半は災害時

の備えについて、各家庭によって備える物も違ってくるので

家族で話し合いをして、何をどこに装備しておくかなど決め

ておくことが必要になるなどお話しを頂き、後半は、「防災ま

ち歩き」、数人ずつのグループに分かれ日頃、暮らしている街

を防災の視点から歩き、災害時に危険な個所や避難場所、消

火栓、簿防火水利の場所などメモし、教室にもどってからグ

ループ毎に防災マップの作成をしました。普段、何気なく歩

いている街を違った視点で歩き多くの気づきを得ることがで

きました。今回は東陽町で実施しましたが、この経験をそれ

ぞれの地域で生かして、まち歩きを実施し地域の繋がりを作

っていくことも期待されています。 

 

† † † † 清泉YMCA便り † † † † 3年 初村有稀子さん 

9月11日・12日、東山荘で学生YMCA代表者会議が行われ私

と3年の平川さんと共にこの会議に参加しました。この会議

では全国の学生YMCAの各代表が集まり、各大学のY、寮Yの

課題について話し、その課題をどのように解決するかを話し

合いました。清泉Yの課題としては、学年を超えた縦のつな

がりの強化を図ることにしました。誰でも参加しやすく、楽

しいと思えるような場にしていきたいという願いからです。

皆でご飯を食べに行ったり、新入生を歓迎する会をアクティ

ビティ化し、野外に出てみるという案も出ました。清泉Y内

でさらに話し合い、さらにYMCAを素敵な場所にしていけたら、

と思っています。 

＊＊＊＊ 興望館便り ＊＊＊＊ 萱村竜馬さん＊＊＊＊ 

「興望館も町会の一員」 

父母の会企画防災館へ行こう！園児・保護者・職員合計40

名で地震、火事、煙、風雨の防災体験をしてきました。その

冒頭、消防庁作製の映画は自助・共助の大切さを力説してい

ました。取り組み事例として興望館の地元京一旭町会が紹介

されました。黄色ハンカチを目印にした見守り運動、スタン

ドパイプ訓練などなど。その撮影は昨年の興望館デイの当日。

周辺を巡回する消防隊からありがたい抜き打ち指導を受ける

ハプニングもありました。 

 

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

１．9月16日、国際協力一斉街頭募金が新宿駅周辺で実施さ

れ、会員、メンバー、学生、リーダー、ワイズメン、職員

など186名が街頭で支援を呼びかけた。当日寄せられた募

金 215,717 円は、バングラデシュの子ども達の教育支援、

及び今夏の大きな洪水で被害を受けたバングラデシュの

被災者支援に用いる。 

２．9月 23日、「第 31回インターナショナル・チャリティ

ーラン」が都立木場公園で開催され、48チーム、約300名

のランナーが競技に参加した。子どもたちやボランティア、

スタッフを含め、当日は 1500 名が参加。多くの企業から

協賛をいただき、江東区内の福祉施設もパン等を販売する

など、拡がりのある大会となった。山崎孝明江東区長も駆

けつけ、表彰式でご挨拶をいただいた。益金はＹＭＣＡが

行う障がいのある子ども達を支援するプログラムのため

に用いられる。 

３．全国のＹＭＣＡでは「ＹＭＣＡブランドの再生」を求め

て、6月にブランドコンセプトを発表し、その表出に向

けて準備を進めてきた。10月1日からは、飛び立つ鳥を

イメージした新しいブランドロゴ（愛称「ポジティブＹ」）

とスローガン「みつかる。つながる。よくなっていく。」

を軸とした新しいコンセプトを、全国ＹＭＣＡが連携し

て広く社会に向けて発信していく。今後2019年までに順

次、看板、印刷物、ホームページなど、新しいロゴマー

クに変えていく予定。 

４.今後の主な行事日程 

 ・liby・高等学院チャリティーコンサート 

         10月21日（日本キリスト教団渋谷教会） 

 ・YMCA・YWCA合同祈祷週礼拝  

11月16日（社会体育・保育専門学校） 

（小松康広担当主事） 

yYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyY YyYyYyYyYy 


