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  ２０１9年  6月 №462 

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第一手紙  12章 26節                   

『 一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、ひとつの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。』   

金 秀男会員 選                                                                                                                                        

第 579回 6月例会プログラム《評価》  

日 時 2019年 6月 19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 松島良樹会員 

     会員評議会「今年度の（評価）総括」 

          新旧役員引継ぎ式             

 

ハッピーバースデイ 

11日 村杉一榮   

『役員会報告 6月 5日(水)18：30～19：30』場所：神谷バー 

１．第一例会プログラム 予定 

 ①第 580回 2019年 7月 16日（火）（キックオフ・Yサ・ASF） 

  卓題「未定」   卓話者  佐伯 紘氏 

 ②第 581回 2019年 8月 20日（火）（CS） 

    「納涼例会」 

２．報告及び協議事項 

 ①第 22回東日本区大会報告        裏面に掲載    

6月 1日（土）～2日(日)代々木 青少年総合センター 

 ②第 17回会員大会 報告5月 25日（土）   

山手コミュ二ティーセンター 13：00～16：00 

 ③親睦下町探索 6月 20日（木）13：00集合 

  集合場所：JR上野公園口前 東京文化会館ロビー 

  上野公園界隈を散策（東京藝術大学付近） 

④第 22回東京 YMCA会員芸術祭 6月 24日～29日 

場所：東陽町センター 24日（月）受付お手伝い 

 ⑤第 28回アジア太平洋地域大会 7月 19日（金）～21日 

  （日）会場：仙台国際センター 

  参加者：神谷、辰馬、松島、村杉。 

 ⑥東日本区ワイズ基金 JEF（区の組織強化、国際交流活動、 

YMCA支援として）東京北クラブとして出金する。 

  出席者：磯部･幸子、神谷、小松、辰馬、松島、村杉､山根｡ 

『第 578回 5月例会報告』       辰馬行男会員 

日時：2019年 5月 15日（水）18：30～20：30 

場所：日本キリスト教団浅草教会 集会室 

定刻通り村杉書記

の司会で始まり、

磯部成文会長の開

会点鐘、篠澤会員

の聖書・お祈り楽

しい食事の後はニ

コニコ一言、辰馬

会員は豊洲市場見

学後、環状 2号線から見た旧築地市場の解体作業は大分進

んでいた話。菅谷会員はグランチャ東雲の絵画教室では自分

の手の写生がテーマ。幸子さんは就寝中に両足が攣ってしま

い大変だった事。磯部会長 NHK「チコちゃんに𠮟られる」テ

レビ出演の露出度抜群でした。今日の卓話は東京 YMCAチャイ

ルドケア部門統括の秋田正人氏 YMCA ブランディングの展開

と題して卓話をされました。多くの関連資料をもとに主にこ

れからの課題、YMCAは知名度は有るが解りにくい事と宗教関

連である、内輪的で敷居が高い。現状は素朴、地味、時代遅

れな感じになっていますが、ワイズ会員は理解しにくい報告

でした。今後は、具体的な強み、全体的な戦略、人材育成な

どが必要と話されました。急には変わらないと思いますが、

東京北クラブでも少しづつ進んでいけるように、協力して行

きたく思いました。清泉 YMCA報告では守屋未来代表から清泉

ガーデンパーティーで 30 名の多くの入会が有りそうだとの

報告がありうれしく思います。ハッピーバースデー、ハッピ

ーアニバーサリー、と続きニコニコ発表は 7,500円、YMCAの

歌、閉会点鐘は磯部成文会長で今日の定例会は終了しました。 

出席者：磯部・幸子､神谷､篠澤 ､菅谷､辰馬､松島、村杉。 

ゲスト：秋田正人 

清泉 YMCA：守屋未来(3年) 

5月在籍者  5月出席者   5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   8名 

 メネット    0名 

 コメット    0名 

ビジター    0名 

ゲスト    2名 

 合    計 10名 

           73％ 

   メイクアップ 

名  

   月修正出席率 

            ％ 

5月分 

 切 手    0ｇ 

 現 金 3,300円 

本年度累計 

 切 手    419ｇ 

 現 金 73,860円 

 5月分 

          7,500 円 

    本年度累計 

       106,880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                       

興望館創立百周年記念会に出席して   村杉一榮会員 

快晴に恵まれて 5月 18日興望館百周年記念式典に約 280名 

が集い盛大

に行われま

した。 

第一部礼拝

では戒能牧

師より百年

の困難な時

代の話を伺

い、 

第二部式典

では阿部志

郎先生（東京北のチャーターの時の講 

演者）よりアリの街のゼノ神父がキャサリン台風の時被害者 

に一本のろうそくを配った話からまさに興望館はその一本の 

ろうそくそのもの身を削って地域を照らし続けたと興望館が 

これからも地域と共にある活動をと励まされました。 

第三部の祝会ではリーダー・職員・利用者が一緒にゴスペル 

やキャンプソングを歌い心のこもった興望館らしい良い会で 

した。秋に予定されている記念事業の一つとして落語会頑張

りましょう。 

出席者：磯部・神谷・笠井・辰馬・村杉 

 

第 22回東日本区大会に参加して     神谷邦子会員 

6月1日（土）～2日（日）国立オリンピック記念青少年

総合センターを会場として東

京サンライズをホストにあず

さ部各クラブの協力で日本各

地から約 400 名が参加。東京

北は 6 月 1 日（土）だけの参

加となりました。磯部会長が

バナーセレモニーで我が東京

北の誇り高きバナーを持って

登壇しました。恒例の開会式、

東日本区アワーに続いて記念

講演では広島を訪れたオバマ

大統領がスピーチで言及し敬意を表した「被爆死した米兵

達の真実」についての森重昭氏の講演と映画の上映でした。

自らも被爆者であ

る一研究者の執念

の調査研究に一同

感動しました。 

晩餐会では珍しい

お弁当に舌鼓をう

ち、まもなく仙台で

開催されるアジア

太平洋地域大会や

来年の十勝での東日本区大会などのアピールが盛んに行

われました。閉会後、DBC 関係の仙台青葉城クラブとの

交流のひとときを持ち、楽しい有意義な一日を終えて家路

につきました。 

参加者：磯部・幸子、神谷、小松、辰馬、松島、村杉 

＊＊ 興望館便り ＊＊＊＊＊＊ ＊五十嵐美奈さん＊＊＊ 

「興望館創立１００周年」  

１００周年記念会と記念学荘BBQが５月１８日，６月１日に

行われました。北クラブからもお祝いにかけつけていただき，

感謝です。行き届かない点も多々あったかと思います。おゆ

るしください。当日は関東大震災前後の苦労を想い起こしそ

れを乗り越えた宣教師たちの信仰と，地域の方々に支えられ

てきたことを覚える時でした。１０月２６日には東京北クラ

ブとむかでクラブのご助力で落語会を開催予定です。お食事

友の会メンバー等地域のご高齢者と１００周年を祝います。 

 

† † 清泉 YMCA便り † † † † 2年 綾部このみ さん† † 

6 月 2 日に信愛学舎で春のオリエンテーションが行われまし

た。立教、中央、清泉YMCA をはじめ、7 大学から総勢 86

名と過去最高人数での開催となり、多くの新入生が参加しま

した。プログラム報告やアイスブレイクなどを通し、他大学

と交流する良い場になったのではないかなと思います。また、

春オリ終了後、屋上でカレー、お好み焼き、フルーツポンチ

を食べました。みんなで食べるご飯は、より一層美味しく感

じられました。また、参加者は終始笑顔で、とても楽しい時

間を過ごすことが出来たのではないかなと思います。この春

オリをきっかけに、様々なプログラムに参加してくれるとい

いなと思いました！ 

 

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

１．7月 1日から世田谷区の希望ヶ丘団地の一角で運営する

「ＹＭＣＡ保育園ねがい」（認可保育園）の開設準備室が

設けられ、同保育園で保育を担う予定の保育士が東京Ｙ

ＭＣＡの他保育園で研修をするなど、開設に向けた準備

が進んでいる。6月 29日午前に「開所式」を行い、同日

午後には「内覧会」も予定している。 

２．5月 25日に「第 17回会員大会」を山手センターにて開

催し、会員、職員、ボランティアリーダーなど計 107名

が集った。第一部では 2018年度の活動報告、会員部運営

委員推挙等が行われ、仲田達男氏と徳久俊彦氏が名誉会

員に推挙された他、「ボランティア オブ ザ イヤー」と

して「libyチャリティーコンサート実行委員会」が表彰

を受けた。またユースボランティアリーダーが委嘱され、

卒業リーダーには感謝状が送られた。第 2部、第 3部で

は耐震と改修の工事が完了した山手センターを見学した

後、交流の時間が設けられた。 

３．今後の主な行事予定 

 ・山手学舎入舎式   6月 8日（山手センター） 

・第 22回会員芸術祭 6月 22日（オープニング） 

6月 24日～29日（会期）（東陽町センター） 

 ・ＹＭＣＡ保育園ねがい開所式 6月 29日（保育園ねがい） 

 ・グローバルユースイベント「ＹＭＣＡ175」 

（ＹＭＣＡ誕生 175年記念）8月 4日～8日（ロンドン） 

 ・東京ＹＭＣＡ夏まつり 8月 24日（東陽町センター） 

 ・第 20回アジア・太平洋ＹＭＣＡ大会  

9月 2日～6日（日本ＹＭＣＡ同盟東山荘） 

・国際協力一斉街頭募金 9月 14日（新宿駅周辺） 

               （小松康広担当主事） 

yYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYYyYyY 


