
■ 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  11月 №443 

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  マタイによる福音書  13章23節 

『良い土地に蒔かれたものとは、御言葉を聞いて悟る人であり、あるものは百倍、あるものは六十倍、あるものは三十倍の実を

結ぶのである。』  金 秀男会員 選                                                                                                                                                                                                                                                         

第560回 例会プログラム《ワイズ理解》 

 日 時 2017年11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  

  卓話「ミツバチ・その生産物と私たちの健康」 

        松香光夫氏（東京コスモスクラブ会長） 

 

ハッピーバースデイ 

15日 神谷邦子 

『11月第二例会報告』         村杉克己書記 

日時：2017年11月1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」 

 「楽しくディナー」プレゼント交換 1,000円位 

②第562回2018年1月17日（水）（IBC/DBC） 

 「新春例会」～新春らしさを検討中 

２. 報告及び協議事項  

①第21回関東東部部会報告～9月30日(土)  裏面に掲載 

②興望館デー～11月12日（日）10：00（開場）～13：00 

（例年のようにチョコバナナ販売）東京北クラブは9時集合 

③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 村杉会長出席 

④「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） 

⑤東京YMCA「ソシアス2017」11月25日(土）10：00～15:00 

江東YMCA幼稚園庭園・参加費1,500円 

⑥東京YMCAクリスマスオープンハウス12月23日（土・祝） 

 東陽町センター 東京北クラブは例年通りおでん販売 

⑦12月第二例会会場変更について（後日連絡） 

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

 

「第559回10月合同例会報告」      村杉克己会長 

日時：10月18日（水）19：00～21：00 

場所：東京YMCA東陽町センター 1階視聴覚室 

18 日(水)、

関東東部、

東京 YMCA

応援の親･

子･孫 5 ク

ラブの初め

ての合同例

会が東陽町

センターを

会場にメン、

メネット、

ビジター、ゲスト総勢70名を越える参加者で行われました。

「歴史に学ぶ防災論：関東大震災は生きている」と題し、名

古屋大学減

災連携セン

ター長、武

村雅之氏に

よる講演。

江戸･明治･

大正・昭和･

平成時代の

地震の比較。

防災・減殺

の 3つのポ

イント、○

科学技術は道具であり、神さまではない、○護るものを極力

減らせ!、○社会の中で生きていることを忘れるな!、考えさ

えられるお話でした。食事中のニコニコ、42,676円北九州北

部豪雨義援金として東日本区へ。久しぶりの大勢による例会

もよいことだと、メンバー10人全員出席。 

ホスト?、東京江東クラブお世話様でした、勿論他クラブも。 

 

10月在籍者   10月出席者  10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 

           ％ 

10月分 

 切  手      0ｇ 

  現  金 9,500円 

本年度累計 

 切   手     24ｇ 

 現   金31,500円 

        

      10月分 

           0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21回関東東部部会」報告      村杉一榮会員 

秋晴れの9月30日、千葉市美術館で行われました。さや堂ホ

ールは歴史ある建物だが、吹き抜けになっているので、音響

には少し難しく、高齢者には多少聞きにくかったか。講演で

は「浮世絵師鈴木春信の魅力」を河合正朝館長に伺いました。

次の時間まで、美術館で浮世絵の鑑賞･亥鼻公園･千葉市科学

館に別れ、それぞれに楽しんだ。懇親会では千葉Ｙのリーダ

ーグル

ー プ

「ピサ

ンザプ

ラ」の

楽しい

演奏の

中、あ

ちこち

で交流

を楽し

む姿が

あり、

又九州北部豪雨の支援募金32,000円。良い部会でした、ホス

トの千葉クラブに感謝。   参加者：（神谷・村杉･一榮） 

 

『韓国フィールドトリップ』       金秀男会員 

日本YMCA同盟のYMCA主事養成コースSTEPⅡ「韓国フィール

ドトリップ」の講師として、研修生と共にソウルを中心に今

年も四泊五日の日程で韓国を訪れた。文在寅現大統領を生み

出す母体ともなったと言われるろうそく集会・デモから1周

年ということで、くだんの光化門広場はその記念集会の準備

に忙しい光景も垣間見ることとなった。 

ソウルYMCAホテルに宿泊し、韓国YMCA全国連盟、水原YMCA

を訪問、韓国YMCAの現状と課題を学び、非武装地帯(DMZ)に

入り38度線で象徴される南北分断状況を目の当たりにし、西

大門刑務所歴史館、安重根義士記念館などを訪れ過去の日韓

関係に関わる歴史に触れながら、多くの学びと豊かな出会い

の場が与えられた。中でも、最後の晩餐会では最大限の歓待

をしてくださったソウルYMCA副総主事の「私たちは同じミッ

ションを持つ同志である」との挨拶に、一同大いに励まされ

た。平和を創り出すYMCA運動の担い手となる研修生たちと生

活を共にしながら、改めてYMCAのすばらしさ、大切さを再確

認させられる旅となった。 

† † † † 清泉YMCA便り † † † † 3年 初村有稀子さん 

10 月 25 日、清泉女子大学で聖書研究が行われました。関東

地区学生YMCAでは、毎月一度、各大学持ち回りで聖書研究が

開かれていますが、今月は清泉YMCAが担当月でした。今月の

聖書箇所は「マタイによる福音書」20 章 1-16 節でした。参

加者の中には聖書を初めて読む人もいたので、聖書の説明を

はじめにして、その後にこの箇所を読んで自由に疑問点や感

想を言い合いました。ぜひこの聖書箇所を読んでいただきた

いのですが、この箇所では現代にも通ずる金銭のやりとりに

ついての問答がされています。参加者たちの感想をまとめる

と、「その人(抑圧される人)の背後にある経験や生活を見な

いで排除するのはよくない」ということが言えるのではない

かと思います。 

＊＊＊＊ 興望館便り ＊＊＊＊ 五十嵐美奈さん＊＊＊＊ 

１１月に入ると街は一気にクリスマス。興望館も１２月には

毎週クリスマス礼拝があります。０・１歳児は職員がペープ

サートで降誕劇を演じ、２歳児になると全員星を、３歳児は

羊・羊飼い・天使・聖歌隊の４つの役を演じます。そして年

中・年長になると、それぞれ役を与えられます。聖劇は礼拝

の中で演じられ、どの子も礼拝のお手伝いをするという気持

ちで臨みます。今年は１２月２日・９日・１６日午前に保育

園の、１６日夕方に学童と地域、２３日夕方に沓掛学荘のク

リスマス礼拝があります。どうぞお祝いにご参加下さい。 

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

１．「第 34 回会員ソフトボール大会」が、10 月 9 日（祝）

に出版健康保健組合大宮運動場で開催され、応援やスタッ

フを含めて292名が参加した。東京ＹＭＣＡの各部署に加

え、ぐんま、埼玉、とちぎの各ＹＭＣＡ、及び賛助会企業

からの参加もあり、13チームが競技を通じて交流を深めた。 

２．「liby・東京ＹＭＣＡ高等学院を支えるためのチャリティ

ーコンサート」が10月21日、日本基督教団渋谷教会にて

開催され、95人が来場した。青山学院大学ハンドベルクワ

イアと青山学院女子短期大学グロリアスクワイア（指揮：

飯靖子氏）に出演協力をいただき、好評を得た。終演後に

来場者に募金を呼びかけ、合計 77,167 円のご厚志が寄せ

られた。 

３．新しい会員活動として、遊び道具を作って子どもたちに

贈る「ジョイファクトリープロジェクト」（通称「プロジ

ェクト F」）が開始された。初回は、会員有志により 9 月

30日にイスラエルのドッジボール「ガガ」のピッチコート

を製作した。11月25日に開催する「ソシアス2017」でも、

続きの作業をしたり実際にプレーを楽しむ予定。 

４．東陽町ウエルネスセンターは、12月29 日をもって運営

を終了する。今後、同施設は改修を経てフィットネスクラ

ブ「ゴールドジム」が運営をするが、その事業の内、子ど

ものスイミングクラスとテニスクラス（子ども～成人）は、

ゴールドジムより委託を受けて引き続き東京ＹＭＣＡが

運営する予定。 

5.今後の主な行事日程 

 ・YMCA・YWCA合同祈祷礼拝 11月16日 

（社会体育・保育専門学校） 

 ・libyクリスマス会     12月2日（山手センター） 

 ・国際プログラム報告会・クリスマス祝会 

12月9日（東陽町センター） 

（小松康広担当主事） 

yYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyY YyYyYyYyYy 


