
■ 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  ４月 №４４８ 

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  ヨハネによる福音書  １７章 ２１節 

『父よ、あなたがわたしの内におられ、わたしがあなたの内にいるように、すべての人を一つにしてください。』  

 金 秀男会員 選                                                                                                                                                                                                                       

第 565回 例会プログラム  

日  時：  2018年 4月 18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: 磯部成文 

     卓話「 はしの話  」 

      茨城ワイズメンズクラブ  片山 啓氏 

ウエディング・アニバーサリー 

2日 小松康広・美樹 14日 村杉克己・一榮 

『第 564回 例会報告』 

日 時：2018年 3月 21日（水･祝日）12:30～13:30 

場 所：ベローチェ（稲荷町） 

報告 

 磯部副会長より、前回の話し合いを受けて、今後の東京北

クラブについて、長尾関東東部部長および親クラブである

東京グリーンクラブ浅見会長に相談したことについて報

告があった。長尾部長からは、新クラブを結成する際は５

人から結成できることになった、５人のメンバーがいれば

東日本区として認められることになるので、東京北クラブ

が継続してもらえればうれしい、というお話があった。浅

見会長からは①解散する②存続する③他のクラブに移籍

をする という３つの方法が考えられるが東京北クラブ

内で話し合ってほしいとのコメントがあった。 

協議 

 参加メンバーそれぞれの意見を述べた。 

・療養中の村杉会長からは続けてほしいと、一榮さんより 

話があった。 

・辰馬さんが退会し、高齢の自分もどうしようかと改めて考 

えた、他のクラブへ移籍する気持ちはない。 

・休会の笠井さんに伺ったら、「続けてほしい」という意見を

頂いた。休会の菅谷さんにはまだご意見は伺えなかった。 

・できる範囲のことを続けていくことでどうだろうか。 

・１９８０年にチャーター、もう少しで４０周年を迎えるの 

で、そこまでは頑張ろうではないか。 

・無理をせず、できる範囲のことを、できる人達で続けてい 

くことでどうだろうか。 

・金さんは、いろいろとお忙しそうであるが、今後も続けて 

ほしい。 

・例会場所について、これからも浅草教会はお借りすること 

ができる。 

・費用関係も気になるところではある、メンバー減少により 

収入減にはなるが、蓄えもあるので、心配することはない。 

・YMCA行事への協力（模擬店など）では、東京北クラブの 

みでの出店が難しい場合は、他クラブに合流したり、その 

他、ボランティアの学生さんの力などを借りながら協力で 

きるようにしていけばよいのではないだろうか。 

・次期会長については、磯部副会長が担ってくださることに 

なった。 次々期については、金さんにお願いしたい。 

＊本日、金さん、山根さんは欠席のためご意見は伺えなか 

たが、本日出席者の総意としては、東京北クラブらしく 

できる範囲で存続していこうということになった。 

◎本日の東京グリーンクラブ設立４５周年記念例会に東京北 

クラブより、１万円のお祝いをするのはどうだろうかとい 

う相談が磯部副会長よりあり承認、また、担当主事の参加 

費、東日本区大会登録料17,500円についてクラブより支 

出することも承認された。  

出席（磯部・幸子・一榮・神谷・小松） 

 

『東京グリーンワイズメンズクラブ４５周年記念例会』 

日時：2018年 3月 21日（水・祝日） 13:00～17:00 

場所：東上野オーラム 

出席：磯部成文・幸子、神谷、小松 

記念式典、２名の入会式、記念講演（江戸の水辺）祝会

と盛り沢山の内容であった。当日は生憎の雨であったが、

１４０名のワイズメンが集まり盛会に終わった。 

 

『４月 第二例会』は実施せず。 

今後の第一例会プログラムについて  

①第 566回  2018年 5月 16日（水）18:30～20:30 

卓話：仮題「牧師人生」元日本基督教団牧師 石丸泰樹氏  

②第 567回 2018年 6月 20日（水）18:30～20:30 

 会員評議会「今年度の（評価）総括」 



■ 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                       

村杉克己メンを偲んで              

・村ちゃん。ヨイヨイの親父は半身不随でも生きてるよ。何

故そんなに急いで天国に行ってしまったの。慌て過ぎだよ。

残念だよ。北クラブは永遠です。       笠井達夫 

・中学から高校と一緒でした。社会に出てからもいつも会っ

てきました。思い出が一杯の人でした。もう相談も出来な

いですね。本当にありがとう。        菅谷 功 

・YMCA、家族、ワイズをこよなく愛しておられましたね。

信仰心が強く最後の最後までご自身の終わりを告げて亡

くなりました。素晴らしい人生でした。お疲れ様でした。 

磯部幸子 

・1980 年クラブ設立準備会以来、YMCA、ワイズの発展に

貢献されてきたことに敬意を表します。遺志を引継ぎみん

なで東京北クラブを継承していきます。感謝で一杯です。 

磯部成文 

・４０年来のお付き合い、淋しい限り。いつもさり気なく温

かく声をかけてくれたあの声、もう一度聞きたい。細身の

体は気遣いと優しさで溢れていた。天国で抱井五郎さん・

神谷信彌と再会してＹ’s談義に花を咲かせてください。 

  神谷邦子 

・「Ｙに入ったころの山根はほんとに礼儀知らずで生意気だっ 

た」と、いつも笑って話をしてくれていました。そんな昔

のことを覚えてくださっていることが、私の心の支えのひ

とつでした。                山根一毅 

・ついこの前まで例会、部会、大会全出席という偉業の持ち

主、ワイズのお手本であった村杉克己メン。ご遺族の上に、

主の豊かな慰めを祈ります。天国での再会を望みつつ。 

金 秀男 

・千葉クラブ入会式立ち会いがご縁で、その後北クラブでお

世話になりました。ワイズに対することだけでなく、真摯

な姿勢を色々な活動をご一緒して教えて頂きました。感謝

です！                   小仁恵子 

・東京北ワイズメンズクラブの発足から今日まで、指導的役

割を担ってこられた、村杉兄に感謝し、クリスチャンとし

て終生を全うされたことに敬意を表します。御霊の平安を。 

                       篠澤忠彦 

・手の中に／共に／素晴らしい前夜式でした。D研評議員会

が最初／縁があって北クラブに／何か言われるわけでは

ない／思えば教えられています。感謝！／お疲れ様／やす

らかに。                  有里公徳 

・村杉さんは、ワイズ活動にいつも全力投球。早朝野球にも

通じる事のように思います。体調が悪くても例会には必ず

出席でした。私には出来ません。心よりご冥福をお祈り致

します。                  辰馬行男 

・会員部に所属する私の業務の大半は、村杉さんとご一緒で 

した、いつも周りのことを先に考えてくださっていました。 

もっとゆっくりお話がしたかったです。    小松康広 

・村杉克己さんは、頼まれたことはキチンと引き受けた。教

会でも YMCA でも、期待された役割に誠実に応え果たす

人であった。私は彼を「YMCA人」と呼びたい 齊藤 實 

 

村杉克己メンと私たちが出会えたこと

を神に感謝いたします。天国で安ら

かに、神様の傍らで地上に残された

私たちを見守っていてください。 

 

† † † 清泉YMCA便り † † ２年 守谷 未来 さん † † † 

私は 3月20〜23日に熊本スタディーツアーに参加しました。参

加者の多くは現在の熊本の状況を“見て”“聞いて”そして“学び

たい”という意思があり、それを実行することができました。現地

では阿蘇YMCAのスタッフの方々に協力していただきながら

の活動でした。そして、たくさんの方のお話や様々な場所を見

て私が学んだことは、普通にあるものや生活は決して当たり前

ではないということです。また、地震による被害や助け合いを通

して、熊本の方々は常に何事にも感謝をしていました。実際に

私たちも様々な方から感謝をされ、とても驚きました。私も何事

にも感謝の気持ちを忘れないでおこうと思いました。また熊本

に足を運びたいと思います。 

＊＊＊＊ 興望館便り ＊＊＊ 五十嵐 美奈さん＊＊＊＊ 

昨年１１月に行われた興望館デイは、興望館後援会によって

ダイナミックな変化を遂げました。ステージに現役の利用

者・職員だけでなくOB・OG等の支援者も出演し、盛り上

げてくださったのです。今年の１月には後援会幹部の方々が

集い、来年の創立百周年に向けた募金活動や記念Tシャツ作

成などの企画に入りました。後援会が目指すのは、興望館を

想う全ての人が参画する百周年。この動きを力強く後押しし

てくださっていたのは村杉克己会長です。私たちはその想い

に応え、支援してくださる皆様と共に準備を進めてまいりま

す。 

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

１．東陽町センターは 1階の旧 Wellの一部をＹＭＣＡホール

として使用するなど、仕様が変わる。また「東陽町コミ

ュニティーセンター」は１階に事務所を構え新たにスタ

ートをした。 

２．今後の主な行事予定 

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） 

会員芸術祭 5月 19日（オープニング）  

5月 21日～26日（会期）（東陽町センター） 

第 16回会員大会 5月 26日（東陽町センター） 

               （小松康広 担当主事） 

3月在籍者   3月出席者  3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   5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   名 

           55％ 

   メイクアップ 

名  

   月修正出席率 

            ％ 

3月分 

 切  手     0ｇ 

 現 金  1,000円 

本年度累計 

 切   手    134ｇ 

 現   金 41,000円 

 3月分 

            0円  

    本年度累計 

       65,010円 


