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  ２０１9年  １月 №４５7 

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  コリントの信徒への手紙Ⅱ  4章 18節                   

『 わたしたちは見えるものではなく、見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、 

見えないものは永遠に存続するからです。 』  金 秀男会員 選                                                                                                                                                                                            

第 574回 １月例会プログラム《IBC/DBC》  

日 時 2019年 1月 16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 辰馬行男 

 議題「来期のクラブ会長選出及び運営事項」 

    今年度 3月からの卓話協議 

 

ハッピーバースデイ 

24日 小松美樹 

ウエディングアニバーサリー 

29日小仁昌敏・恵子 

１．第一例会プログラム 予定 

 ①575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 

 ②576回 2019年 3月 20日（水）（BF／メネット） 

  卓話・卓題 「未定」 

２．報告及び協議事項 

①「在京ワイズ合同新年会」報告   2月ブリテン掲載 

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   

 ②12月 23日（日）「クリスマスオープンハウス」報告 

  例年通りおでん屋さんを出店 （おでんの数量 80食） 

  フリーマーケットも出店         裏面に掲載 

 ③在日本韓国 YMCA2・8独立宣言 100周年記念シンポジウム 

  賛同金 10000円の支出を承認 

 ④興望館 100周年記念落語界の日程調整を進める。 

 ⑤次期会長・他役職を話し合い良い感触を得る事が出来た。 

『第 573回 12月クリスマス例会報告』  神谷邦子会員 

日時：2018年 12月 19日（水）18：00～21：00 

場所：《1部》浅草教会礼拝堂・《2部》レストラン Kinukawa 

今年も篠

田真紀子

牧師が自

ら式次第

を作成、

奏楽は長

女の唯さ

んが担当。

クリスマ

スメッセ

ージ「御

手の中で」と題して故・村杉克己さんが 2018年 3月 28日に

亡くなる寸前に選んだ「わが魂をみ手にゆだねます。わたし

の時はあなたのみ手にあります」という聖書の詩篇 31篇はク

リスマスにも相通じる聖句であるので、村杉さんを憶えつつ

主に感謝して捧げられた特別なクリスマス礼拝であった。 

礼拝後、レストランへ行く前に懇談の時を持ち、今後のクラ 

ブ次期会長選定や会計監査報告、興望館での落語会の件など 

新年例会（1月 16日）で相談することに決めた。 

Kinukawaでは今年も好みの飲み物で乾杯！シェフの趣向を 

凝らしたディナーに舌鼓をうち、山根メン・小松担当主事の 

司会進行で、持ち寄った品物の番号を阿弥陀くじで当てたプ 

レゼントをいただいて満足顔で写真に納まり解散。心温まる 

一夜であった。 

出席者：磯部成文/幸子、神谷、金、小仁、小松、篠澤、菅谷、 

辰馬、松島、村杉、山根 

ビジター：篠田真紀子/唯/道祈、羽田真治 

清泉 YMCA：高山由梨佳、守屋未来 

12月在籍者  12月出席者   12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   12名 

 メネット    0名 

 コメット    0名 

ビジター    4名 

ゲスト    2名 

 合    計 18名 

          100％ 

   メイクアップ 

名  

   月修正出席率 

            ％ 

12月分 

 切 手    0ｇ 

 現 金 1,000円 

本年度累計 

 切 手    289ｇ 

 現 金 45,260円 

 12月分 

           0 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                       

『今年の抱負』 

神谷邦子・胆管結石の除去手術、足場の悪い山道で、また品川駅構

内で体当たりされて転倒したり、膝を痛めたり、甲状腺に良性腫瘍

が見つかったりした去年を払拭して、今年は体調に気遣いながらは

つらつと過ごしたいと思います。 

磯部成文・人生には上り坂、下り坂、”まさか”があると聴いたこと

があります。今年は「健康第一」の明るい一年にしたいと思います。  

磯部幸子・昨年は家族が健康を害することがあったり、すっきりし

ない毎日が多かったです。今年、私は年女、何か素敵な歳にしたい

と思っています。  

辰馬行男・今年は年男です。何回目か思い出したくも有りませんが！

精々健康に充分留意して、YMCA、ワイズ活動、日本映画、歌舞伎、

浮世絵鑑賞、旅行など楽しく過ごしたいと思います。 

山根一毅・今年は51歳になります。東京北のメンバーのみなさんに

は「まだまだ若い」と言われそうですが、息子の風馬も今年は二十

歳になり、私自身もこれまでとは違う生き方を考える時期にきてい

るようにも思います。目の前にいる一人ひとりの幸せを願いながら、

自分自身のありかたを考えることのできる一年にできればと思いま

す。今年もよろしくお願いいたします。 

金秀男／聖愛・変形性膝関節症、飛蚊症にもめげず、心身の健康を

第一に残された日々、新しいことへの挑戦と、報恩の思いでキリス

ト教界をはじめ、社会に対する務めを果たしていきたい。 

松島良樹・皆様、明けましておめでとうございます。 

昨年 11月に満 78歳となり、最近体力の衰えを感じる様になり特に

横浜から浅草まで電車で通うのが億劫になってきましたが、任期末

の今年6月までは、北クラブのために頑張ろうと思います。 

小仁恵子・スポーツ吹き矢の初段試験に挑戦すること。昨年に引き

続き筋トレ含み運動を継続すること。  

2年後に孫と5キロマラソンを走る夢に向かって、まずは一歩を！ 

菅谷功・来年の抱負 菅谷功  毎日5000歩、バランスのよい食事、

右左確認して歩く、段差に注意、股関節骨折注意、血糖値をよく見

る甘いもの注意、酒は禁止以上目標と抱負です。 

篠澤 忠彦・地平線のはるか彼方から一筋の光が、まばゆい、まぶ

しい、一瞬目を細める、２０１９年元旦の初日の出、８８回目だ、

今年も希望を持って、みんなのお役にたちたい。 

小松康広・本年もどうぞよろしくお願いいたします。５月、第２子

が誕生予定、子どもたちといつでも外遊びができるよう更に体力ア

ップする年にしていきたいと思います。 

村杉一榮・50年傍らにいた人がいなくなって不思議な感覚でしたが、 

今年は笑顔ですごすと決めました。 

「クリスマスオープンハウス報告」     辰馬行男会員 

日時：2018年 12月 23日（日・祝）9：30～ 

場所：東京 YMCA東陽町センター 

オープニングは江東YMCA幼

稚園虹の会（保護者の会）

の皆様でハンドベルの演奏、

曲名はバッハの「主よ、人

の望みの喜びよ」でした。クリス

マス会に相応しい名演奏でした。

またゴールドジムの会員で元ミ

ュージカル女優の吉永美穂さん

が「welcome to christmas」を美しい歌声で聞かせてくれました。

今年も東京北クラブはおでん80食を販売しました。東京ＹＭＣＡ社

会体育専門学校の学生 6 名の皆さんにお手伝いしてもらい、大助か

りでした。メネットのフリーマーケット出店は磯部幸子さんを中心

に清泉 YMCA学生 2名参加で販売し 8000円を売り上げました。おで

ん販売は午後1時過ぎには完売しました。 

参加者：磯部幸子、神谷、辰馬、松島。 

清泉YMCA：守屋未来、中山真希 

東京ＹＭＣＡ社会体育保育専門学校の学生：篠崎夏帆、 

中村彩、小林佐江、明石舞花、寺内清一郎、小嶋大輝。 

＊＊ 興望館便り ＊＊＊＊＊＊＊萱村竜馬さん＊＊＊ 

お餅つき       

臼、杵、セイロ、ボイラーなど餅つきの道具が興望館には揃ってい

ます。日本伝統の食文化を子ども達に伝える大切な道具です。老若

男女に人気のお餅つきは人と人とが繋がり合う場面をつくります。

近隣町会や小学校ＰＴＡ、高齢者施設への道具の貸出は団体同士の

大切なコミュニケーションです。先月、海外の人が中心の団体から

借用の相談があり、地域において多様な文化的背景をもつ人同士が

共に暮らすことを肌で感じました。 

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Ｙ

ＷＣＡ、在日本韓国ＹＭＣＡ、東京ＹＭＣＡの共催で、東京Ｙ

ＷＣＡ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ＹＭＣ

Ａ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） 

               （小松康広担当主事） 

yYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYYyYyY 


