
■ 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  ６月 №４５０ 

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  イザヤ書  ２章 ４節 

『主は国々の争いを裁き、多くの国は国に向かって剣を上げずもはや戦うことを学ばない。』  

 金 秀男会員 選                                                                                                                                                                                                                       

第 567回 例会プログラム  

日  時：  2018年 6月 20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 

     会員評議会「今年度 評価 総括」 

           新旧役員引き継ぎ 

     ハッピーバースデー 

           １１日  村杉 一榮 

『6月 役員会報告』 

日 時：2018年 6月6日（水）18:30～20:30 

場 所：神谷バー（浅草） 

１． 第一例会プログラム 

①第568回 2018年7月18日（水） 

 「易しい図形のはなし」 青木一芳氏（千葉クラブ） 

②第569回 2018年8月22日（水） 

  納涼例会  神谷バー ３階 

  ＊8月定例会 第4水曜日に変更 

２．報告及び協議事項 

①今後の第一例会について検討された。 

 7、8月については、上記に決定 

 8月は第4水曜日に日程変更、また、プレゼント交換を 

 するので各自1000円程度の品を持参すること。 

 9月については、会員の松島良樹氏に卓話を頂くこ 

とに決定。 

②今後の予定について 

 8月25日（土）東京ＹＭＣＡ 夏まつり 

 9月23日（日）東京ＹＭＣＡ チャリティーラン 

上記、参加予定。 

 

「第566回 5月例会報告」  磯部成文会員 

日時：2018年5月16日（水）18時30分～20時30分 

場所：浅草教会 教育館 

松島良樹さん、辰馬行男さん、菅谷 功さんをゲストに、

小仁恵子さんが広義会員に加わってくださるというクラ

ブにとってたいへん嬉しい例会となりました。 

磯部副会長の開会点鐘、ワイズソング、聖書・お祈り、

楽しい食事、出席者全員からニコニコのひと言がありまし

た。山根：芸大油絵科の現役合格後のご子息の様子、幸子；

テニスを長年続けてきて良かった、一榮：長年何事も一緒

にやってきた克己さんがいなくなり・・・、神谷：胆管結

石の手術で入院、松島：年配者が抜けて若手に交代してこ

そ組織は継続する、菅谷：克己さんの死去は誠に残念、ワ

カメを食べたら髪が黒く、辰馬：70 歳になって運転免許

証の更新は簡単にパス、篠澤：87 歳になったがボケはこ

ない、小松：グランチャ東雲で介護予防体操の指導、磯部：

シニア山中湖ＹＹＹキャンプは実に楽しかった。 

 本日の卓話は日本基督教団根津教会 協力牧師 石丸泰

樹氏「わが牧師人生」と題してお話いただきました。幼少

のころから厳格な教会の厳しい環境の中で育ち、「牧師に
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なるな」と言われながらも、「みなさまのお役に立つなら」

の一念で牧師人生を78歳まで歩んでこられたお話に緊張

して聞き入りました。1954年にはじまった南米ボリビア 

への移民団、その後困難の中でも日本人牧師は次々に奉仕

され、石丸さんも1977から5年間牧師を務められました。

お話の中に YMCA、野尻キャンプとのつながり、石丸牧

師の次女が野尻の駐在リーダーであったことやわがクラ

ブ小松康広担当主事の奥様であることのお話をお聞きし

てわれわれにとって身近に感じました。 

 卓話の後は、清泉YMCAの2人から神谷さんが訪問さ

れたガーデンパーティのこと、現在のメンバーは27名と

のことが話されました。YMCA ニュース、ハッピーバー

スディ、ハッピーアニバーサリー、一同YMCAの歌を歌

って閉会となりました。 

出席者：磯部・幸子 神谷 小松 篠澤 菅谷 辰馬 松島  

村杉 山根   清泉YMCA 伊藤 本篠 

「第21回 東京ＹＭＣＡ会員芸術祭」   神谷邦子 

今年も5月21日（月）～26日(土)まで東陽町センター・

ＹＭＣＡホールで開催された。毎年講評を担当されている

我が東京北の菅谷功さんを中心に水彩画教室の皆さんを

はじめ油絵・パステル画・書道・七宝・写真・陶芸・手芸・

鎌倉彫などの力作が並び、私も手描きのライラックの絵皿

を出品した。ちぎり絵で紫陽花を描いたうちわが季節柄ぴ

ったりで人目をひいていた。東京北は初日21日に受付当

番を担当。（磯部、村杉、神谷） 

「第16回 東京ＹＭＣＡ会員大会」    小松康広 

5月26日 東陽町センターにて開催された会員大会2017

年度Volunteer of 

the Ｙear では多

年にわたり献身的

な奉仕に対して、故

村杉克己氏が受賞、

克己氏代わって一

榮氏が登壇し表彰

に駆けつけてくだ

さった。 

「東日本区大会(沼津)に参加して」      村杉一榮 

富士山が見えた快晴の沼津大会、約 480 名の参加者で賑

やかでした。私達東京北は3人の女性メンバーと担当主事

の小松さんが男性お一人でリード下さいました。感謝です。 

私はメネット会からの参加で少ない乍ら脈々と続くメネ

ットの心を次へ繋げるという気持ちが伝わる会でした。絵

本を贈るというプロジェクトを続けているので、それにふ

さわしく実際にボランティアとして病院や少年院等で読

み聞かせをなさっている方のお話しと語りを伺いました。 

いよいよ大会が始まりバナーセレモニー、私は大失敗をし

バナーを忘れてきてしまい、主人が居たらどんなに怒られ

たでしょうか！だけど居たら絶対忘れることはないと改

めて主人の存在を痛感しました。千葉クラブの青木さんが

画用紙を調達し「東京北」と書いてくださり、それを持っ

て壇上へ、みなさんごめんなさい。特に磯部メンごめんな

さい。パーティでは多くの友人と会い慰められ交流を深め、

ゆっくりとおいしい食事をいただきました。 

終了後、仙台青葉城クラブとロビーでコーヒーでDBC交

流をし、みんなそれなりに歳を重ね、参加できなかった

方々の現

況等を伺

い楽しい

ひととき

を持ちま

した。二日

目、礼拝の

時間に神

谷さんに

誘われ磯

部さんと明治資料館へ。神谷さんのひいおじいさまの江原

素六の功績とYMCAのつながり、また主人克己のひいひ

いおじいさま（？）矢田堀鴻と江原素六が並んでいた写真

も見つけ、不思議な縁を感じました。東京北は少ない人数

ですが、すべての献金を達成し貢献していることにほっと

しながら、沼津という通過するだけの都市で思いがけない

出会いがあり有意義な大会でした。一人で参加、いつもこ

こに居たであろう主人が居ないという淋しさをいっぱい

感じた二日間でした。メモリアルアワーでみなさんに思い

出していただき感謝でした。 

参加者：磯部幸子、神谷邦子、村杉一榮、小松康広 

 † † 清泉 YMCA便り † 1年岩瀬円香、西田歩さん † † † 

合同新歓合宿 ５月26日・27日@神奈川県 愛川ふれあい

の村、私は今回、立教大学、中央大学、清泉女子大学の三

校合同合宿に参加しました。初めは知り合いの少ない中で

とても緊張していました。しかし、先輩方が優しく接して

下さり、初対面にもかかわらず同じ部屋になったメンバー

とも和気あいあいと楽しく過ごせました。先輩方が考えて

下さったレクやバーベキューでは、普段関わることの少な

い他大学の学生と過ごし貴重な経験をすることが出来ま

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

１．熊本ＹＭＣＡは、熊本大地震復興支援募金期間を１年

延長し、2019年4月30日までとすることを決めた。募

金目標額は、被災コミュニティーの緊急支援、及び熊本

ＹＭＣＡの活動による復興支援活動のために 2 億円と

している。復興は進んでいるものの、いまだに 3 万 8

千人もの方々が仮設住宅などでの生活を余儀なくされ

ており、再建の目途の立たない方も多数いることから、

引き続き全国ＹＭＣＡが協力し、継続的な復興支援を行

っていく。 

2．今後の主な行事日程 

  ・世界ＹＭＣＡ大会 7月8日～14日（タイ・チェンマイ） 

  ・夏まつり8月25日（東陽町センター） 

  ・国際協力一斉街頭募金  9月15日（新宿駅周辺） 

  ・第 32 回インターナショナル・チャリティーラン  

9月 23日（都立木場公園） 


