
■ 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  12月 №444 

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  1章23節 

『「見よ、おとめが身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。」この名は、「神は我々と共におられる」とい

う意味である。』  金 秀男会員 選                                                                                                                                                                                                                          

第561回 例会プログラム《EMC/MC》 

 日 時 2017年12月20日(水) 18:00～20:30 

 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 

 クリスマスメッセージ  ：篠田真紀子牧師（浅草教会） 

 司会：村杉一榮さん   ：奏楽・篠田唯さん 

 楽しくディナー：レストラン｢Kinukawa｣特別会費6,000円 

   ゲームのプレゼント（1,000円位）を持参する 

ハッピーバースデイ 

20日 金 秀男 

『12月第二例会報告』         村杉克己書記 

日時：2017年12月6日（水）18：30～19：30 

場所：神谷バー 

1.第一例会プログラム  

①第562回2018年1月13日（土）（IBC/DBC） 

 新春例会は「在京ワイズ合同新年会」に合流。 

 会場：しののめYMCAこども園 12：30～15：30 

②第563回2018年2月21日（水）（TOF） 

 卓話「ぐんまYMCAの今」 村上祐介ぐんまYMCA総主事 

２. 報告及び協議事項 

①1月10日（水）第二例会について～メール会議とする｡  

②国際投票～「国際憲法に関する修正提案」賛成 

③「興望館デー」報告～11月12日（日）   裏面に掲載 

④第2回「関東東部評議会」報告11月18日（土） 

 13：00～16：00  第2回関東東部EMC委員会 

 10：00～12：00  東陽町センター     裏面に掲載 

⑤「ワイズメネットの集い」報告 11月25日（土） 

 11：30～15：30「横浜中央YMCA」  1月ブリテンに掲載 

⑥東京YMCAクリスマスオープンハウス+フリーマーケット 

12月23日（土・祝）10：00集合 東陽町センター  

東京北クラブは例年通り「おでん販売」価格未定 100食 

第二例会出席者：磯部･幸子､神谷､小松､辰馬､村杉･一榮､山根。                                  

 

「第560回11月例会報告」      村杉 一榮会員 

日時：11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 

11 月 15 日

いつもの例

会ニコニコ

スピーチで

は、仕事で

海外出張の

折のこぼれ

話、喪中の

ハガキが届

く季節にな

りました、

オーストリアの友人との再会、夜の上野公園風景、清泉Ｙの

お二人は就職活が近くなり自分が何をしたいか悩んでいる、

輝かしい未来の為に頑張れとのエール。卓話は東京コスモス

クラブ会長松香光夫さんで｢ミツバチ･その生産物と私たちの

健康｣ミツバチとアリは同じ目に属し、ミツバチは家畜である

とは驚いた、ミツバチのすばらしい生態と社会性、男性たち

は、ミツバ

チに生まれ

なくて良か

った･･･蜂

蜜は甘くて

香りはよい

が、栄養価

はあまり期

待できない

とのこと。

興味深いお話を伺えた｡ 

出席者：神谷、金、篠澤、辰馬、村杉・一榮、山根。 

ビジター：松香光夫（東京コスモスクラブ会長） 

清泉YMCA：初村有稀子、越智文香。 

 

11月在籍者   11月出席者  11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     2名 

 合    計   10名 

           70％ 

   メイクアップ 

2名  

   月修正出席率 

           90％ 

11月分 

 切  手    100ｇ 

  現  金 7,500円 

本年度累計 

 切   手    124ｇ 

 現   金39,000円 

        

      11月分 

          8,000円  

    本年度累計 

       42,000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                       

「興望館デー2017報告」      辰馬行男会員 

11 月 12

日（日）

10 時～

今年も興

望館デー

が来まし

た。開場

前にたく

さんの学

童の子供

達、卒業生、近隣の方々、が待っています。興望館が、地域

と深い繋がりを持っているかが良く分かります。今年も東京

北クラブはチョコバナナ200本を12時前には完売しました。

小松担当主事のお嬢さん涼ちゃん（4 歳）のお手伝いが販売

の大きな力になりました。野原館長から、やきそばの差し入

れが有ったりと、楽しく過ごすことが出来ました。もちつき、

カレー＆う

どん、かき

氷、フラン

クフルト、

やきとり、

などの屋台

が並び、う

どんを食べ

たり、コー

ヒーを飲ん

だりとお天気に恵まれのんびり過ごしました。2 階の体育館

では舞台を作り、大学生リーダーバンドの歌、学童クラブの

ダンス、保育父母の会有志の合唱では子供達の可愛い声援が、

微笑ましかったです。学生リーダーの劇などのパフォーマン

スを楽しみました。 

参加者：磯部、小松・涼ちゃん、辰馬、村杉、山根。 

 

「第 2回関東東部EMC事業委員会」と 

「第 2回関東東部評議会」報告   村杉克己会長 

11月18日(土)午前、午後とに分かれ行われました。 

○事業委員会(12名)：クラブの現況報告、会員状況はいかに、 

クラブでは一人が一人を、部会員増強のためには新クラブ

の設立が必要。船橋近辺に可能性？ 

○評議会(23名+3名)：スタート5ヶ月の各クラブと各事業の

活動報告。 

1号議案－第21回関東東部部会決算報告～余剰金(15,994円) 

15,960円で部旗用三脚購入。34円一般会計へ繰入承認。 

2号議案－関東東部CS事業資金管理運用規定の改訂～支給基

準の変更承認。 

† † † † 清泉YMCA便り † † † † 2年 本條葉月さん 

12月3日に早稲田大学の信愛学舎で、関東の学生ymcaの冬

のオリエンテーションが行われました。清泉からは4名が参

加しました。プログラムでは、夏に行われたアジア学院や夏

季ゼミの報告会や冬休みと春休みに行われる予定のプレ日韓

や被災地(石巻・熊本)へのスタディツアーのプログラム、イ

ンドスタディーキャンプなどの紹介がありました。またグル

ープに分かれてケーキ作りゲームをし、とても盛り上がりま

した。夕食にはお好み焼きとやきそばを食べ、他大学のymca

の学生との交流の良い機会となりました。これからの活動が

とても楽しみです。 

＊＊＊＊ 興望館便り ＊＊＊＊ 萱村竜馬さん＊＊＊＊ 

１９４０年、軽井沢の地にキャンプサイトとして求められた

沓掛学荘。戦中は疎開の家、戦後は戦災孤児の収容、その後

東京都の認可を受け、現在定員３０名の児童養護施設となり

ました。先日、参加した児童養護分野の研修会では年次有給

休暇の取得や超過勤務の扱いがテーマの一つでした。興望館

におけるセツルメントの理念の実現のための働き方とはどん

なものなのか。働き手である私たち自身の生活も日々変化し

ています。それぞれの人が様々な形でボランタリズムを発揮

できる環境づくり、社会づくりに向き合っています。 

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

１． 11 月 16 日に「ＹＭＣＡ／ＹＷＣＡ合同祈祷週礼拝」が、東京

ＹＷＣＡ、在日本韓国ＹＭＣＡ、東京ＹＭＣＡの共催で、東京

ＹＭＣＡ社会体育・保育専門学校を会場に開催され、約 70 名

が集った。金迅野牧師（在日本大韓基督教会横須賀教会）に、

今年のテーマ「立ち上がり、思い切って言いなさい。－抑圧や、

差別におかれた人々の声を－」に沿った説教をいただき礼拝を

守った。席上献金 49,830 円は、金牧師が共同主事をつとめる

「マイノリティ宣教センター」の働きのためにささげられた。

第２部では懇親の時を持ち、各ＹＭＣＡ、ＹＷＣＡからアピー

ルもあり交流を深めた。 

２．今夏、死者1200人以上の被害をもたらした南アジア水害の被災

者支援として、バングラデシュＹＭＣＡ同盟へ国際協力募金か

ら 1000ドルを送金した。同ＹＭＣＡより感謝が寄せられ、特に

被害が深刻な2000世帯へ米や豆の食糧支援を行ったこと、また

今後は冬に育つ小麦の種を配給し、農村を支援するプロジェク

トを計画していることの報告があった。 

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、実際にプレー

を楽しむ予定。 

4．東京ＹＭＣＡ本部事務局と会員部は、2018年 1月22日より下記

に移転する。 

新住所 〒169-0051東京都新宿区西早稲田 2丁目3番 18号 

    日本キリスト教会館6階 

    代表電話番号：03-6302-1960 

 ＦＡＸ番号：03-6302-1966 

5.今後の主な行事予定 

 ・3法人合同クリスマス例会・祝会 12月 13日（東陽町センター） 

 ・クリスマスオープンハウス   12月23日（東陽町センター） 

（小松康広担当主事） 

yYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyY YyYyYyYyYy 


