
■ 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  １２月 №４５６ 

Moon Sang Bong（韓国）国際会長主題： 

                              「Ｙｅｓ，Ｗｅ Ｃａｎ Ｃｈａｎｇｅ！」［私たちは変えられる］ 

  田中博之（東京多摩みなみ）アジア太平洋地域会長主題： 

                        「Action！」［アクション！］    

宮内友弥(東京武蔵野多摩)東日本区理事主題：「No challenge，No fruit」[為せば、成る]   

           衣笠輝夫（埼玉クラブ） 関東東部部長主題：「良いものを見つけ・つなげて、よくなろう」  

   磯部成文 東京北クラブ会長主題：「明るく・楽しく・朗らかに」 

会長；磯部成文 副会長；金秀男 書記；村杉一榮 書記；松島良樹 会計；磯部幸子 担当主事；小松康広 

今月の聖句  ヨハネによる福音書  14章 6節                          金 秀男会員 選 

『 わたしは道であり、心理であり、命である。だれでもわたしによらないでは父のみもとに行くことはできない。 』    

                                                                                                                                                                                                                  

第 573回 12月例会プログラム《EMC/MC》  

日 時 2018年 12月 19日(水) 18:00～20:30 

 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  

 クリスマスメッセージ  ：篠田真紀子牧師（浅草教会） 

 司会：村杉一榮さん   ：奏楽・ 

 楽しくディナー：レストラン｢Kinukawa｣特別会費 6,000円 

   ゲームのプレゼント（1,000円位）を持参する 

ハッピーバースデイ 

20日 金 秀男 

１．第一例会プログラム 

 ①第 574回 2019年 1月 5日（土）（IBC/DBC） 

新春例会は「在京ワイズ合同新年会」に合流。 

会場：京王プラザホテル八王子 2階「ル クレール」 

時間：12：30～15：30（受付開始 12：00） 

会費：5,000円 

 ②第 575回 2019年 2月 20日（水）（TOF） 

  卓話「2018年清泉 YMCA活動報告」 

   高山由梨佳さん他 

２．報告及び協議事項 

①11月 11日興望館デー報告       裏面に掲載     

 ②11月 17日（土）関東東部評議会 

  場所：東陽町センター 

  出席者：村杉、小松 

 ③12月 23日（日）東陽町クリスマスオープンハウス 

  例年通りおでん屋さんを出店 （おでんの数量未定） 

  フリーマーケットも出店予定 

 

「第５７２回 １１月例会報告」  菅谷 功会員 

日時：2018年 11月 21日（水）18:30～20:30 

場所：浅草教会 教育館 

私、会場に来るのが遅れてしまい申し訳ありません。磯部会

長の開会点鐘で始まった例会は東新部東京多摩南クラブ伊藤

幾夫さんのアジア太平洋地域大会のアピール、本日の絵画教

室のアシスタント立田佳明氏、清泉Ｙの高山由梨佳氏を迎え

楽しい食事でスタート。ニコニコの一言では東京多摩南クラ

ブ伊藤幾夫さんはすべてのクラブ訪問と町田スマイリングク

ラブ設立１１名でスタート、磯部会長と幸子さんは腰をやら

れ痛みが、また食事用のエプロンが重宝。篠澤さんは本年８

７歳皆さ

んとお話

が楽しみ、

松島さん

介護の人

がいなく

なりはた

して老後

はの介護

のはなし、村杉さんはメネットの集い（郡山）メンとメネッ

トも折鶴を。立田さんはスケッチお手伝い、小松さんは12/23

のクリスマスオープンハウスおでんの出店時間は10:00スタ

ート、神谷さん、辰馬さん、清泉Ｙの高山さん、すみません、

自分は耳が悪く聞き取れず失礼しました。卓話のスケッチ教

室では陰影のテスト。紙に描いた立体物に光が投影された影

を描くテストや実際に現物をおいて陰影を付けることを講義 

 

11月在籍者  11月出席者   11月出席率 ＢＦ等ポイント ニコニコボックス 

会    員     11名 

 

広義会員      1名 

合    計      12名 

 

 会    員   9名 

 メネット    0名 

 コメット    0名 

ビジター    2名 

ゲスト    1名 

 合    計 12名 

           82％ 

   メイクアップ 

名  

   月修正出席率 

            ％ 

11月分 

 切 手    0ｇ 

 現 金 11,660円 

本年度累計 

 切 手    289ｇ 

 現 金 45,260円 

 11月分 

        10,550 円 

    本年度累計 

       61,270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                       

しました。アニバサリーは松島さんと私が９日、誕生日が同

じで神谷さんは１５日。カリントウ頂きニコニコ。例会報告

の最後にテストの点が低かった人は、またの機会にお勉強し

ていきたいと思います。 

出席者：磯部・幸子、神谷、小松、篠澤、菅谷、松島、村杉、

辰馬、立田（サンライズ）、伊藤（東京多摩みなみ）、高山（清

泉Ｙ） 

 

「2018興望館デーに参加して」   松島良樹会員 

11月 11日（日）興望館デーでチョコバナナの出店において 

販売をしました。

当日は、晴れで

気温も高く、絶

好のバザー 

日和で 10 時開

店を予定してい

ましたが、門の

前にたくさんの 

人が集まった為、10分早く開門され大勢の人が中庭に入って 

きました。チョコバナナの店も混雑し開店前に製造していた

製品が売り切れてからは、製造が終わるやすぐに売り切りと

なり、最後の方は注文を受けて製造するという自転車操業の

状態になりました。お陰様で用意した 200個は 11時半すぎに

完売となりました。当日は北クラブの 2名の会員が、バナナ

のしたごしらえを担当、清泉女子大の 2名の方が専らチョコ

バナナの製造を担当しました。チョコバナナの売価は 1本50

円で、売上はたいした金額ではありませんでしたが、興望館

の職員の方が付ききりで補佐して頂き大変助かりました。完

売後、野原館長よりねぎらいのお言葉を頂き、大いに面目を

施しました。 

（参加者：北クラブ 松島、辰馬、小松・涼、 

清泉女子大 高山、中山、） 

 

＊＊ 興望館便り ＊＊＊＊五十嵐 美奈さん＊＊＊ 

間もなく興望館は百周年。北クラブは、１９８４年第１回

落語会にご協力くださいましたので、３分の１以上の期間を

見守っていただいています。本年１２月２２日１６時からは、

第３９回地域クリスマスです。今年の聖劇は「もう一人の博

士、アルタバン物語」。この礼拝は、地元医師で興望館理事

であった故松島正雄先生の「地域と共に祝うクリスマスを」

との熱意と支援から始まりました。今年も小中学生による聖

劇と音楽、現役・OG保護者や職員の聖歌隊など皆で祝いま

す。どうぞ、お立ち寄りください。 

 

 † † 清泉 YMCA便り † † † † １年 綾部このみ さん † †  

「ありのままの自分でいい。全て受け入れてくれる」率直にそう

思った。私は、11月23日から3日間、東山荘にて開催された、

YMCA大会に参加した。一体この大会で何をするのかという主

旨をつかめずに、期待と不安を胸にズカズカと会場へ入ってい

った。会場へ入った瞬間、250人という参加人数に、又、年齢層

の幅広さに圧倒された。最も印象に残っているワールドカフェで

は、本当に自分の伝えたいことが果たして伝わっているのか？

という不安が、発言する度に押し寄せた。しかし、私のような未

熟な人に対しても、周りの方々は、熱心に耳を傾け、レスポンス

をしてくださった。私はその時、なんとも言えない居心地の良さ

を感じた。これからもYMCAの一員として携わっていきたい。そ

う強く思った瞬間であった。 

 

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

１．11月 15日に「ＹＭＣＡ／ＹＷＣＡ合同祈祷週礼拝」が、

東京ＹＷＣＡ、在日本韓国ＹＭＣＡ、東京ＹＭＣＡの共

催で、東京ＹＷＣＡカフマンホールを会場に開催され、

約 60名が集った。野田沢牧師（日本基督教団学生キリス

ト教友愛会牧師・学校法人東京ＹＭＣＡ学院評議員）に、

今年のテーマ「ユースエンパワメントが世界を変える～

限りない可能性を信じて～」に沿った説教をいただき礼

拝を守った。席上献金は、日本基督教団北海教区の北海

道胆振東部地震被災者支援活動のためにささげられた。

第２部では懇親の時を持ち、各ＹＭＣＡ、ＹＷＣＡから

アピールもあり交流を深めた。 

 

２．「第 20回日本ＹＭＣＡ大会」が 11月 23日～25日に日本

ＹＭＣＡ同盟東山荘で開催され、全国のＹＭＣＡから会

員やユースリーダー、職員など計約 250名が集い、東京

ＹＭＣＡからも 31名が参加した。ユースが中心となって

企画、運営を行い、「つどえ東山荘に“～すべての”Ｙ“が

つながる日～」の全体テーマのもと、テーマ別セッショ

ン、グループタイム、ワールドカフェ等が持たれ、学び

と交流が促された。期間中に全国の永年継続会員や特別

功労者への表彰も行われた。 

 

３．今後の主な行事日程 

  西日本豪雨災害復興支援チャリティーゴルフ  

12月 5日（レイクウッド総成カントリークラブ） 

  ３法人合同クリスマス礼拝・祝会・同盟表彰記念品伝達

式 12月 12日（ＡＶＡＣＯ視聴覚センターチャペル） 

  職員クリスマス礼拝・全体職員会  

12月 14日（ＡＶＡＣＯ視聴覚センターチャペル） 

  国際クリスマス会(International Christmas Party) 

 12月 15日（東陽町センター） 

  第 13回子育て講演会「子育てハッピートーク」 

（講師：河村都氏）1月 19日（しののめＹＭＣＡ子ども園） 

  新春特別午餐会（卓話者：久米小百合氏） 

 1月 25日（学士会館） 

 

４．他団体の動き 

  ・とちぎＹＭＣＡ40周年記念式典 11月 17日 

  ・東京町田スマイリングワイズメンズクラブ（仮称） 

設立総会 11月 18日 

 

（小松康広担当主事） 

yYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYYyYyY 


