
■ 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                      

  ２０１8年  1月 №445 

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  コリントの信徒への手紙Ⅱ13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方と共にいてくださいます』  金 秀男会員 選 

                                                                                                                                                                                                                          

第 562回 例会プログラム 

 ＊新春例会は「在京ワイズ合同新年会」に合流して行う。 

 『2018在京ワイズ合同新年会』 

日  時：  2018年 1月 13日(土) 12:30～15:30 

会  場： しののめ YMCAこども園 

会  費： 5,000円 

 第一 部： 礼拝 

第二 部： 懇親会～ノリノリ！「サックス」 

ちょー満喫！「日本一周酒巡り」 

一流シェフによる!「インド料理」 

ハッピーバースデイ 

24日 小松美樹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

「第 561回 12月例会報告」       神谷邦子会員 

場所：日本キリスト教団 浅草教会＋レストラン Kinukawa 

いつもの集会室でなく礼拝堂で篠田真紀子牧師が自ら素敵な 

式次第の作成、奏楽、そしてクリスマスメッセージ「夜の祈 

り～シメオンのクリスマス」を語られ、東京北、とくに病い 

を得て珍しく欠席した村杉克己メンのために祈り、厳かな中 

にも温かな礼拝が執り行われた。礼拝後は近くのレストラン 

に移動して、其々好きな飲み物で乾杯し飛びきり美味なクリ 

スマスディナーを満喫した。韓国への出張から帰国の山根一 

毅メンを待って交換プレゼントが始まり、くじで引いた番号 

順に頂いた宝物を披露して、たのしかった例会の幕を閉じた。 

出席者：磯部・幸子、神谷、小松、辰馬、篠澤、一榮、山根 

ビジター：篠田真紀子・唯・道祈、飯田正人（篠澤 孫) 

清泉 YMCA：越智文香、初村有稀子 

 

 

 

 

 

 

 

 

：：：：：：：：「今年の抱負」：：：：：：：：：：：：： 

山根一毅・今年はいよいよ 50 歳になります。人生の次のス

テージに進むのだと考えるとワクワクして、これまでとは違

う何かに挑戦してみたくなっています。何がいいでしょう

か・・。神谷邦子・喜寿になった一年ですから歳相応に、転

倒しないように注意しながら健康を維持し、永年培ってきた

ものを生かして楽しく過ごしたい。今年は磁器絵付の2つの

展示会があるので出品するつもりで頑張ります！ 

 

12月在籍者   12月出席者  12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   8名 

 メネット    0名 

 コメット    0名 

 ビジター   名 

 ゲスト     6名 

 合    計   14名 

           80％ 

   メイクアップ 

1名  

   月修正出席率 

           90％ 

12月分 

 切  手    0ｇ 

  現  金 7,500円 

本年度累計 

 切   手    124ｇ 

 現   金 39,000円 

        

  12月分 

         16,010円  

    本年度累計 

       58,010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                       

金秀男/聖愛・満 70 歳以上で韓国・国立墓地申し込み資格を

得ることから、それまで2年足らずの間は、まず肉体と精神

の健康保持を第一に、出会いと学びの場に積極的に参加しま

す。村杉克己・健康一番、体力回復を。村杉一榮・2018年が

どんな一年となるのか、今は不安ですが、心穏やかな日々で

ありますようにと願っています。磯部幸子・昨年は兄が亡く

なり9人兄弟の末っ子の私は、兄、姉を送り兄弟が半分にな

りました。年末から次男家族が孫を見せに来てくれて楽しい

正月が迎えられ、元気を貰いました。磯部成文・今年のめざ

す姿は、「新しくする おもしろくなる」です。・本気ですれ

ば大抵のことができる・本気ですればなんでもおもしろい。

本気でしていると誰かが助けてくれるから。小松康広・目先

のことだけでなく計画性を持ってすすめていく一年にしたい

ものです。篠澤忠彦・さあーて！今年は何を？と考え始めた

とき、先ず自分自身の年齢と体力のことが思い浮かぶ。気づ

いたら現役の 87 歳だ。まだまだやれる。君ならできる、頑

張れ！ 

「東日本区ワイズメネットのつどい」  村杉一榮会員 

11月 2５日(土）横浜 YMCAで行われ、50名程が集まり 

ました。｢クイリング｣という初めて聞くものでした。 

その歴史の講演とワークショップで、すばらしい作品を、 

みせていただき、とても難しそうでしたが、用意された 

材料で何とか時間の中で、素敵なクリスマスカードを作る 

ことが出来ました。参加者が地元の名物を持ち寄り｢絵本 

の献金のためのマルシェ｣が行われ、50,000円程の収益が 

ありました。一年に一度東日本区メネットが顔を合わせ 

交流が出来たこと、メネット委員会のみなさまに感謝です。 

「クリスマスオープンハウス」     磯部成文会員 

日時：2017年 12月 23日（土・祝）9：30～14：30 

場所：東陽町センター 全フロアー 

それぞれの

グループが

早朝からの

準備に余念

がない慌た

だしさの中、

午前 10時 

菅谷総主事、

地元町会、

大沼実行委

員長のあい

さつから始まるにぎやかな開会式となった。東京北クラブは

例年の「おでん屋さん」、メネット 3人はフリーマーケットで

「いいもの雑貨のお店屋さん」を開店。毎年やっているだけ

に手慣れた手つきで早速開店、今年のおでん屋さんは大学3

年生の河野みすずさん、鈴木修平さんがボランティアとして

売り子を引き受けてくれた。湯気のたったおでん専用の容器

には、こんにゃく、ちくわ、大根、さつま揚げ、たまご、こ

んぶ、あげボールなどが入って一食 250円。 

「おいしいおでんはいかがですか～！！」「おでんで～す

っ！おでんで～すっ」の呼び声が会場に響いた。 

例年よりお客様が多少少な目なのか、はじめておでんが売れ

残ったので打ち上げ会に東京北クラブより寄付させていただ

いた。おでん屋さんの収益金は事務局にて集計中。 

出席者：磯部・幸子 、神谷、 小松、 辰馬 、一榮、 

河野みすず、鈴木修平、 磯部和史（孫） 

† † † † 清泉 YMCA便り † † † ２年 髙山由梨佳  さん 

12月を以て、清泉YMCAは代替わり致しました。12月6日に、

現 3年生から現 2年生への引き継ぎ会が行われました。清泉

YMCAは、代表者や副代表者の他にも、会計や、文化祭担当、

他大学との行事担当など、細かく役職が振り分けられています。

その全ての役職の仕事について、現 3年生の先輩が、

PowerPointを用いて詳しく説明して下さいました。自分の役職以

外の仕事も知ることで、お互いのことを理解し協力しながら活動

していこうと、改めて思いました。また、今より清泉YMCAとし

て(清泉YMCA独自)の活動を広げていくべき、清泉YMCA内

でも学年を超えてもっと交流するべきなど、これからの課題に

ついても共有しました。これらの課題を克服し豊かな活動がで

きるよう意識しながら、新年から新たなメンバーで、新たな気持

ちで活動を始めていきたいと思います。 

 

＊＊＊＊ 興望館便り ＊＊＊＊ 五十嵐美奈さん＊＊＊＊ 

２０１８年が始まりました。３０年を超えるご支援に感謝申

し上げます。今年は来年春に迎える百周年に備える時となり

ます。保育園等各事業は、各々の仕事を振り返りながら時代

の要請も踏まえ、次の百年に向けての「総括と展望」を記す

作業に入っています。宣教師たちが撒いた困窮者への共感と

社会貢献の種を、次世代の職員と地域の人たちに、引き継い

でいくための,知恵をしぼる機会となりそうです。 

 

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

1.「ソシアス 2017」が 11月 25日、江東コミュニティーセン

ターを会場に開催され、会員、職員合わせて 49名が参加

した。ＹＭＣＡの新しいロゴマークやブランドコンセプ

トについて学びを深めた後、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実際に体験したり、バ

ーベキューを楽しむなど、会員相互の交流がはかられた。 

2. 12月 9日、「国際プログラム報告会・クリスマス祝会」

が東陽町センターにて開催され、会員、ユースリーダー、

留学生、職員など約 70名が集った。第一部では、今年度

国際部が主催した国際プログラムに参加したユースリー

ダーを囲み、小グループで対話をしながら活動報告を聞

いた。第二部では、在日バングラデシュ人の橋本羅名氏

にバングラデシュの現状をお話いただいた他、持ち寄り

による各国料理を楽しみながらラテンバンド演奏に耳を

傾けたり、にほんご学院留学生が各国の文化を紹介する

など、国際色豊かな会となった。 

3. 「第 12回子育て講演会」が 1月 27日、しののめＹＭＣＡ

こども園を会場に開催される。今回はリオオリンピック

金メダリストの金藤理絵氏から話を聞く。子育て中の保

護者を支援することに賛同する多くの企業や団体に協賛

をいただき、会員、職員の有志による実行委員会が準備

を進めている。 

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 

（小松康広担当主事）  

 


