
■ 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  ３月 №４４７ 

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  ホセア ６章１節 

『さあ、我々は主のもとに帰ろう。主は我々を引き裂かれたが、いやし / 我々を打たれたが、傷を包んでくださる。』  

 金 秀男会員 選 

                                                                                                                                                                                                                        

第 564回 例会プログラム  

日  時：  2018年 3月 21日(水) 11:30～12:30 

会  場： 稲荷町 ベローチェ 

 ＊これからの東京北クラブの在り方について検討する。 

その後、東京グリーンワイズメンズクラブ４５周年記念 

例会に参加する 

ハッピーバースデイ 

9日 山根一毅   11日 篠澤忠彦 

     ウエディング・アニバーサリー 

20日 金 秀男・聖愛 

 

『３月 第二例会』は実施せず。 

１．今後の第一例会プログラムについて  

①第 564回  2018年 3月 21日（水）11:30～ 

 これからのクラブの在り方について検討する、その後 

 東京グリーンワイズメンズクラブ４５周年記念例会に参加 

  時間： 12:30 受付開始 13:00～17:00（３部構成） 

  会場：「オーラム / AURUM」 

      台東区東上野 1-26-2 03-5812-1123 

  会費：5,000円 

②第 565回 2018年 4月 18日（水）18:30～20:30 

  卓話 「未定」  片山 啓氏  茨城ﾜｲｽﾞﾒﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ 

③今後の東京北クラブについて 

・新たな入会者が見込めず、現会員が減少していく中でクラ 

ブの継続性について、本日出席の 5人で話し合いました。 

・まずは村杉会長の代理で磯部副会長が、東京北クラブの現

況を親クラブである東京グリーンクラブ、関東東部部長に報

告し相談することにします。 

 

 

第 563回例会報告           村杉一榮会員 

ぐんまYMCA総主事の村上祐介さんをお迎えし、おかえり 

なさい、ただいま、という感じの例会でした。群馬へ行って 

3年、「ぐんまYMCAの今」と題してリーダー達に助けられ 

ての3年間の歩みを見せていただき、孤軍奮闘だがすばらし 

い働きに拍手でした。最初に担当した東京北クラブに育てて 

いただいたと感謝されたが、私達も一緒に活動したあの頃が 

思い出され元気が出た例会でした。ニコニコでは、小松さん

が初めてスキーに連れ

て行った4歳の娘が骨

折してしまってめげて

いる自分とめげずに自

分で生きるすべを考え

移動しているのをみて

子供って凄いと思った

と話され、磯部さんも

骨折つながりで盛り上がり、神谷さんはブリテン編集に苦労

し、幸子さんは次男一家が逗留され夜泣きで大変だが可愛い

ので癒されている。篠澤さんは眼の手術を終えたばかり、毎

月清泉の学Yの人達と一緒になり自分の学Y時代を思い出し、

清泉の活躍が楽しみである。私は夫・村杉克己が入院中だが

3 月には

家に帰れ

ると思う、

など其々

の今を報

告し合い

ました。 

 

 

出席：磯部・幸子、神谷、小松、篠澤、一榮 

2月在籍者   1月出席者  2月出席率 ＢＦ等ポイント ニコニコボックス 

会    員       9名 

 

広義会員       0名 

合    計      9名 

 

 会    員   6名 

 メネット    0名 

 コメット    0名 

ビジター    0名 

 ゲスト    2名 

 合    計   8名 

           70％ 

   メイクアップ 

名  

   月修正出席率 

            ％ 

1月分 

 切  手    10ｇ 

 現 金  1,000円 

本年度累計 

 切   手    134ｇ 

 現   金 40,000円 

 2月分 

         7,000円  

    本年度累計 

       65,010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                       

 

東京YMCA「liby」チャリティコンサート    

 神谷邦子会員 

不登校など様々な困難や葛藤を抱える子供・若者達が自分ら 

しく居られる場所・拠り所となる空間 libyのコンサートが阿 

佐ヶ谷教会で開催さ

れました。その日は

折りしも 3 月 3 日、

夫の 17 年目の命日

だったので朝早く谷

中に墓参し、上野駅

に抜ける道すがら博

物館の古い門から見

える満開の白梅に思わず足を止め、その足で阿佐ヶ谷に向か

いました。以前に親戚の葬儀で行ったことがある教会ですが、

駅からのほぼ真っ直ぐな道のりは歳のせいか遠く感じられま

した。liby をサポー

トするためにチャー

ターしたという女性

だけの東京たんぽぽ

Y サービスクラブの

越智京子さんに久し

ぶりにお会いし、乳

ガンと戦いながらも

相変わらず美しくパ

ワフルなお姿に触れ

て安心しました。三

菱商事コーラス同好

会の澄んだ美しい歌

声に癒され、越智さ

んのご子息・越智光輝さんのクラシックのクラリネットと、

その愉快なお仲間達との多彩なジャズ演奏に心洗われた午後

のひとときでした。困難な病気と闘っている越智さんと村杉

克己さん、そして次男を亡くしたばかりの私の親友に、とも

に元気になって、と祈るばかりの春です。 

 

† † † † 清泉 YMCA便り † † † １年 永田夏乃 さん  

毎年夏に学生YMCAが参加しているアジア学院の自然体験合

宿が、今年は冬にも開かれました。 今回の参加者は立教大学

と清泉女子大学それぞれのYMCAに所属する 1年生6人、2

年生2人の計8人。2月19日〜21日の 2泊3日の期間を栃木

県の西那須野にある施設で過ごしました。 活動内容は主に施

設内にいる家畜(豚･鶏･山羊)に対し餌やりなどのお世話、薪運

び、うどん作り、留学生との交流でした。 

 私は前回の夏にも参加しましたが、それとは内容がかなり異な

るものでした。そして、とても充実した時間を過ごし、たくさんの

事を学びました。学 Yだからこそ出来る貴重な体験ばかりなの

で皆さんも是非参加して頂きたいです。 

 

＊＊＊＊ 興望館便り ＊＊＊＊ 萱村竜馬さん＊＊＊＊ 

社会福祉充実計画 

２０１７年度改正社会福祉法により、社会福祉法人は保有財

産から事業継続に必要な財産を控除し福祉充実財産を明確化

し、その額によって福祉充実計画の策定が定められました。

その計画は地域における公益的な取り組み等を求めるもので

すが、そもそもセツルメントや隣保事業を源流にもつ法人・ 

 

施設は制度が生まれる前から地域においてそこに住む人々と 

ともに活動を展開してきました。時代の潮流は複雑ですが創

立の理念を掲げ一歩一歩進んでまいります。                                        

萱村竜馬 

YyYyYyYyYyYyYyYyYyＹＹＹＭＭＭＣＣＣＡＡＡニニニュュューーーススス   YyYyYyYyYyYyYyYyYyY    

１．会員部主催の第 12回子育て講演会が、1月 27日にしの

のめＹＭＣＡこども園を会場に開催された。リオ・オリ

ンピック水泳金メ

ダリストの金藤理

絵氏を講師に迎え、

｢人は変わること

ができる ～指

導・親との関わり｣

と題して講演をい

ただいた。子育て

世代から学生まで約 112人が集った。 

２．「下町こどもダイニング」が 1月 29日、東陽町センター

にて開催され、定員を上回る申込があり、小学生 24名と

保護者 4名が参加した。学生ボランティアと一緒にゲー

ムや歌を楽しんだ後、準備にあたったボランティアも交

えて食事の時間を持った。子どもの「孤食」をテーマと

した同プログラムは

4月から月 1回のペ

ースで、東陽町コミ

ュニティーセンター

で継続開催する予定。 

３．毎年 2月に設定され

る、いじめのない社

会を目指すキャンペーン「ピンクシャツデー」に全国Ｙ

ＭＣＡが協力して取り組んでいる。2月 28日の当日、東

京ＹＭＣＡでも子どもたちや学生、教職員などが、ピン

クの服や小物を身につけたり、寄せ書きをするなど、各

部署にていじめ反対のアピールを予定している。 

４．会員部にて会員、賛助会員、関連団体等に呼びかけた

クリスマス募金は、2月 1日現在、総計2,236,917円

のご支援をいただいた。国際協力募金、フレンドシッ

プファンド、東日本大震災復興支援募金、熊本大地震

復興支援募金、障がい児プログラム支援として用いて

いく。 

５．今後の主な行事予定 

 ・職員就業礼拝   4月 2日（社会体育・保育専門学校） 

 ・第 28回チャリティーゴルフ大会  

 4月 12日（レイクウッド総成カントリークラブ） 

・高石ともやバングラデシュ奨学基金チャリティコンサート 

 4月 15日（日本基督教団浅草教会） 

・東日本地区ＹＭＣＡ理事・常議員・総主事研修会  

4月 28日（東陽町センター） 

６．関連団体の動き 

・賛育会創立 100周年記念礼拝・式典  3月 16日 

       （小松康広 担当主事） 


