
■ 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  ５月 №４４９ 

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 566回 例会プログラム  

日  時：  2018年 5月 16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: 磯部幸子 

     卓話「 わが牧師人生 」 石丸泰樹氏 

        日本基督教団根津教会 協力牧師 

     ハッピーバースデー 

   ７日 辰馬行男   ３０日 山根好陽 

ウエディング・アニバーサリー 

 10日 村杉克己・一榮 

『５月 第二例会報告』 

日 時：2018年 5月2日（水）18:30～20:30 

場 所：神谷バー（浅草） 

１． 第一例会プログラム 

①567回 2018年6月20日（水）評価 

会員評議会「今年度の（評価）総括」新旧役員引き継ぎ式 

２．報告及び協議事項 

①ロースター（2018-2019）掲載事項の確認がされた。 

②第二例会について 

名称を今後、「役員会」とする。また開催については基

本毎月第一水曜とするが、開催しない月もある。 

③東日本区大会 メモリアルアワー、ナレーションの内容

について確認がされた。 

④在京ワイズメンズクラブ会長会 

5月26日（土） 東京YMCA社会体育保育専門学校 

小松康広出席 

⑤７月、８月第一例会プログラムについて 

卓話者を選出し、プログラム担当の山根氏より打診する。 

 

⑥第21回東日本区大会について 

2018年6月2日（土）～3日（日）静岡県沼津市 

出席予定者：神谷邦子・磯部幸子・村杉一榮・小松康広 

⑦YMCA関連（会員芸術祭受付ボランティアについて） 

2018年5月21日（月）10:00～12:30 参加する。 

 

「第565回 4月例会報告」     小松 康広 

茨城ワイズメンズクラブ 片山啓氏にお越しいただき「橋

のはなし」と題しお話いただいた。ご自身が長年にわたり

従事してこられた橋の設計を通して、様々な側面からお話

があった。物づくりが、そこに暮らす人々の生活に大きく

関わる奥深さを感じた。スライドをご用意いただき１枚１

枚の写真（世界の様々な都市にある橋）を詳しく説明くだ

さった。橋の種類では、構造・施工の違い、支柱になる海

中工事のことなど、失礼ながらいままであまり気にかけた

ことのなかったことであったので、とても興味深いものだ

った。「人を育み、街や地域そして国のシンボルに成りえ

る橋」の歴史も学んだ。ニューヨークのブルックリン橋、

そして、日本では隅田川にかかる復興橋梁については、こ

れまた普段何気なく渡っていた清洲橋がデザインも含め

日本の文明、文化の体現化を試みた橋であったことなどを

初めて知った。また施工中に大きな事故のあったベトナム

のカントー橋については、目頭を熱くされていた。最後に

橋と人との風景写真で完成した橋の上を走る片山氏の姿

や笑顔で橋を渡る子どもたちの写真では、橋は、そこに暮

らす人々にとってなくてはならない生活の一部であり、そ

の設計から携わったことへの喜びを私たちも感じること

ができた。普段、なかなか聞くことのできない話にあっと

いう間に時間が過ぎていた。 

4月在籍者   4月出席者  4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    7名 

 合    計   名 

           66％ 

   メイクアップ 

名  

   月修正出席率 

            ％ 

4月分 

 切  手     0ｇ 

 現 金 11,500円 

本年度累計 

 切   手    134ｇ 

 現   金 52,500円 

 4月分 

            

11,550円  

    本年度累計 

       76,560円 
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清泉女子大ガーデンパーティーを訪ねて   神谷邦子 

五反田・島津山の校門からなだらかな坂を登るとジョサイ

ア・コンドル設計の旧島津公爵邸だった清泉女子大学本館

のイタリア・ルネッサンス様式の洋館があります。 

新緑の美しい 4 月 22 日(日)、ガーデン・パーティが開催

されていて中庭では楽しげな雰囲気の音楽が流れていま

した。校舎の２階に上がると清泉 YMCA の部屋があり、

正・副代表の高山さん、中山さん他部員の方々が明るく迎

えてくれました。壁には活動の様子や東京北クラブとの交

わりの写真などが貼られていて、活発にボランティアに励

んでおられる様子が伺えてうれしくなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

† † † 清泉 YMCA便り † † ３年 高山由梨佳 さん † † † 

  4月22日(日)に、本大学では恒例の、新入生を歓迎するイ

ベント「ガーデンパーティ」が開催されました。清泉YMCAは、

ホットチョコレートの販売と、活動内容の展示を行いました。 

  たくさんの新入生が、清泉YMCAに興味を持ち、説明を聴

きに来てくれました。活動について質問してくれたり、幅広く

ボランティアしてみたいと話してくれたりと、入学して間もな

いながら積極的な様子に、私達も刺激を受けました。ぜひ清

泉YMCAに入って活躍してほしいと思いました。 

  また、学外(一般)の方や保護者の方々が、私達の活動に

興味を持って下さったり、東京北ワイズメンズクラブの神谷

様にもお越し頂きました。  5月の連休明けから新入生の入

部が始まります。新しい仲間が増えることが、とても楽しみ

です。 

＊＊＊＊ 興望館便り ＊＊＊＊＊ 萱村竜馬さん＊＊＊＊ 

鐘の音会 

興望館で活躍した元大学生リーダーは社会に出て広い世

界で活躍しています。日々経験を積む忙しい生活の合間、

興望館にやってきます。子どもや年輩者、地域の方々を思

い浮かべ、それぞれの個性が発揮される活動を通じて自己

実現を目指す。興望館のルーツに繋がる貴重な集いです。

昨年９月に生まれたこの会名はメンバーの大好きなキャ

ンプソング「鐘の音に導かれて」にちなんでいます。想い

を持つ人の集まりは活気があり、なにかワクワクさせてく

れます。  

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

 １．4月 2日、3法人合同の「職員就業礼拝」が社会体

育・保育専門学校を会場に行われ、約 130名の職員が

参加した。菅谷淳総主事から「いつもあなたがたと共

にいる」と題して奨励があり、その後の全体職員会で

は新入職員の紹介と聖書贈呈、各法人の年度方針など

の説明がなされた。 

２．4 月 12 日、「第 28 回東京ＹＭＣＡチャリティーゴ

ルフ大会」を千葉県成田市の「レイクウッド総成カン

トリークラブ」で開催し、31 グループ 121 名が参加

した。支援金約50万円はフレンドシップファンド（経

済的困難を抱える家庭の子どもたち支援）や、障がい

児及び不登校児支援活動のために用いる。 

３．4 月 15 日、「第 22 回高石ともやバングラデシュ奨

学基金チャリティーコンサート」が日本基督教団浅草

教会で開催され、約 100人が来場した。当日は星野副

総主事から来場者に対して感謝が述べられ、またパネ

ル展示を通してＹＭＣＡのバングラデシュ子ども教

育支援活動について報告をした。コンサート益金から、

東京ＹＭＣＡが支援をしている働く子ども達の学校

（バングラデシュＹＭＣＡが運営）で学ぶ子どもたち

の奨学金として、15万円をご寄付いただいた。 

４．各学校の入学式が以下の通り行われた。 

  ・社会体育・保育専門学校 4月 3日  

（日本基督教団霊单坂教会）  新入生 134名 

  ・国際ホテル専門学校   4月 4日  

（日本基督教団富士見町教会） 新入生 132名 

  ・医療福祉専門学校    4月 6日  

（国立市民芸術小ホール）   新入生 44名  

・にほんご学院      4月 6日  

（社会体育・保育専門学校演習室）新入生 44名 

・高等学院        4月 7日  

（山手センター1階ホール）   新入生 10名 

 ５．今後の主な行事予定 

・東日本地区ＹＭＣＡ理事・常議員・総主事研修会 

  4月 28日（社会体育・保育専門学校演習室） 

 ・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） 

 ・世界ＹＭＣＡ大会 7月8日～14日（タイ・チェンマイ） 

 ・賛助会年会・アドバイザー会 7月 26日（学士会館） 


