
■ 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                 

 

  ２０１9年  3月 №459 

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  マタイによる福音書  11章 28節                   

『 疲れた者、重荷を負う者は、だれでもわたしのもとに来なさい。休ませてあげよう。 』  金 秀男会員 選  

                                                                                                                                                                                           

第 576回 3月例会プログラム《BF/メネット》  

日 時 2019年 3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 辰馬行男 

     卓話「ヨーガ教室とお話」 

                村杉一榮会員 

 

ハッピーバースデイ 

9日 山根一毅  11日 篠澤忠彦 

ウエディング・アニバーサリー 

20日 金 秀男・聖愛 

『役員会報告 2月 6日(水)18：30～19：30』場所：神谷バー 

１．第一例会プログラム 予定 

 ①577回 2019年 4月 17日（水）（LT） 

   卓話予定「YMCAブランドコンセプト」 

 ②578回 2019年 5月 15日（水）（EF/JEF） 

  卓話・卓題 予定「難民支援協会」の講話で調整中 

２．報告及び協議事項 

 ①2月 23日（土）陽春の集い報告     裏面に掲載 

 ②4月 21日（日）清泉女子大学ガーデンパーティー 

 ③興望館 100周年記念礼拝・式典および祝会 

  2019年 5月 18日（土）AM10：30～ 多数の出席を 

 ④久しぶりの親睦下町探索を 5月下旬に予定 

  上野公園界隈を予定（東京藝術大学付近）パンダも有 

 ⑤2019年春のシニア Y・Y・Yキャンプのお誘い 

  5月 18日（土）～22日（火）東京 YMCA山中湖センター 

 ⑥第 22回東日本区大会 2019年 6月 1日（土）～2日(日) 

  会場：国立オリンピック記念青少年総合センター 

    ホストクラブ：東京サンライズクラブ 

   協力クラブ：あずさ部各クラブ  登録費：13,000円 

 出席者：磯部･幸子､神谷､金､小松､辰馬､松島､村杉､山根。 

『第 575回 2月例会報告』      辰馬行男会員 

日時：2018年 2月 20日（水）18：30～20：30 

場所：日本キリスト教団浅草教会 集会室 

村杉書記の司会で始ま

り、開会点鐘は磯部成

文会長、ワイズソング、

聖書・お祈りは篠澤忠

彦会員、今日のビジタ

ーは東京たんぽぽクラ

ブの小原史奈子さんゲ

ストは今月の卓話者清

泉 YMCAの守屋未来さん、綾部このみさん、露崎和奏さん、楽

しい食事～ニコニコ一言では、金さん 2・8独立宣言 100周年

記念国際シンポジウム賛同のお礼、村杉さん母の介護も楽し

んで、幸子さんこの頃の子供の体罰の問題が心配、神谷さん

お兄上の金婚式のお話、松島さんｉＰＳ細胞再生医療の話、

小松さん東日本震災支援は今も続いている、篠沢さん中大時

代の学 Yのお話、小原さん BF切手の協力と libyチャリティ

ーコンサートの協力、磯部会長フットマークにチコちゃんに

𠮟られる！の女性ディレクターが来訪、辰馬、神保町シアタ

ーでの昭和 28年の君の名はの話。今月の卓話は 2018年度清

泉YMCA活動報告､3名の皆さんが年間スケジュールの紹介後、

4月のガーデンパーティー、5月の 3大学合同新歓合宿 6月の

関東学 Yオリエンテーション、7月の横浜中央 YMCA夏キャン

プ、8月の東陽町センターの夏祭り、9月全国学生 YMCA夏季

ゼミナール、10月清泉祭、12月東陽町センタークリスマスオ

ープンハウス、2月学生 YMCA日韓交流プラグラムなどの詳細

が報告されました。ハッピーバースデー、ニコニコ発表、YMCA

の歌、閉会点鐘は金秀男副会長で今日の例会は終了しました。 

出席者：磯部･幸子､神谷､金､小松､篠澤 ､辰馬､ 松島､村杉 ｡ 

ビジター：小原史奈子（東京たんぽぽ） 

清泉 YMCA：守屋未来(2年)、綾部このみ、露崎和奏（1年）。 

2月在籍者  2月出席者   2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    1名 

ゲスト    3名 

 合    計 13名 

           82％ 

   メイクアップ 

名  

   月修正出席率 

            ％ 

2月分 

 切 手   10ｇ 

 現 金 6,000円 

本年度累計 

 切 手    419ｇ 

 現 金 58,760円 

 2月分 

          10,110 円 

    本年度累計 

       79,380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                       

「陽春の集い」報告     磯部成文会長 

日時：2019年 2月 23日（土）12時 00分～15時 00分 

場所：東京ＹＭＣＡ東陽町センター 

－麗らかな春の日、ご一緒に楽しく過ごしませんか－の呼び

かけのもと、暖かな日差

しの中で「陽春の集い」

が行われました。東陽町

センター近隣のお年寄り

約 100名が参加、その中

で男性が 10 名くらいと

圧倒的に女性が多く集い

ました。お餅つきがスタ

ッフによって行われ、集まったお年寄りは、おしゃべりをし

ながらお雑煮、黄粉・小豆・からみ餅などを福餅として味わ

っていました。お腹が満たされたところで、剣玉、メンコ、

ベーゴマ、スポーツ吹き矢などの昔の遊び、数人はお習字を

楽しんでいました。多目的ホールでは、福々亭一門による落

語、新舞踊などが披露され、懐かしい歌をみんなで歌ってい

ました。東京北クラブの役割は、お食事の時のお茶のサービ

スです。温かいお茶と常温のお茶を準備しましたが、温かい

お茶が人気でした。 出席者：磯部 小松 辰馬 村杉 

随筆    格言「見切り千両」    篠澤忠彦会員 

「相場の格言の一つで、『見切り千両、損切り万両』といった

使われ方もする。含み損を抱えた株式などに対して、損失の

少ないうちに見切りをつけることは千両の価値があり、損失

を拡大させないために、ある程度の損を覚悟で売買すること

には万両の価値があるという例え。」（野村證券・証券用語集

より）米澤藩主、上杉鷹山の言葉として伝えられている言葉

ですが、この「見切る」という決断は昔から商売の基本とも

言われています。平成バブルの崩壊時には、この「見切れる

かどうか」が投資家の生死を分けたケースが多々ありました。

同様に現在、不動産は下降局面に入ったので、これから「損

切り」を余儀なくされる方が出てきます。その時重要なのは、

いつまでも持っていても仕方がないと諦め“早目”（←ここが

ポイント）の「損切り」をすることです。 

 

＊＊ 興望館便り ＊＊＊＊＊＊＊萱村竜馬さん＊＊＊ 

日本地域福祉施設協議会の全国研修会 

毎年開催されている本研修会は 23回目を迎えました。大阪・

名古屋・東京の各協議会が順番に事務局を担います。今年は

東京開催。テーマは『地域福祉とボランタリズム～レジリエ

ンスな地域社会の創造～』でした。セツルメントを源流にも

つ施設、団体をはじめ地域で活動する様々な立場の方 180名

が集いました。現代社会において創立の精神を継承すること

を目指し、研修会の運営を積極的に若手が担いました。 

† † 清泉 YMCA便り † † † † １年 露崎和奏 さん † † 

清泉 YMCA4 人が 2 月に日韓交流プログラムに参加しまし

た！「We are peacemaker 私たちの平和～独立運動から東

アジアの平和へ～」をテーマに過去の歴史に思いを馳せ、そ

こから学び、私たちの未来の平和について考えることを考え

ました。フィールドワークの独立記念館では、モニュメント

や再現空間に圧倒され、日本にはこのようなものがないので

初めて知ったことばかりでした。最も学んだことは日本と韓

国の歴史教育の意義が違う点です。日本の現代の若者は政治

や歴史に無関心なので今後清泉 YMCA では無関心からの脱

却を目指し平和に向けて活動した女性たちをテーマにスタデ

ィーツアーなどを行っていく予定です。 

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

１．1月 22日、有楽町朝日ホールで行なわれた「第 4回朝日

新聞 障がい者スポーツシンポジウム」に堀雄二氏（東

京ＹＭＣＡ社会体育・保育専門学校校長）が出演した。

スポーツジャーナリストの増田明美さんやタレントの中

川翔子さんほかパラリンピックの選手たちと共に、障が

い者がスポーツに親しむための課題や、それを乗り越え

るために必要なことについてディスカッションをした。2

月 19日にはその特集記事が、朝日新聞全国版に掲載され

た。 

２．2月 11日、東陽町センターにて「10年後のＹＭＣＡを語

ろう」をテーマに「ソシアス2018」が開催され、会員・

職員合わせて 40名が参加した。上田晶平氏（会員部運営

委員長）の司会により、「会員増強」「情報発信」「コミュ

ニティーの将来」「ユースの育成」の切り口から 4名のパ

ネリストによる発題があり、それを受けて小グループに

分かれて意見交換と発表をした。 

３．2月 27日のいじめ反対運動「ピンクシャツデー」に合わ

せ、全国ＹＭＣＡでは様々な取り組みがなされた。東京

ＹＭＣＡでは教職員や子どもたちがピンクのものを身に

つけてアピールや寄せ書きをした他、高等学院主催の「弁

護士による特別公開授業」には会員や職員も参加し、い

じめについての学びを深めた。 

４．今後の主な行事日程 

  ・職員就業礼拝 4月 1日（東陽町センター） 

  ・第 29回チャリティーゴルフ大会  

4月 11日（ＰＧＭ総成ゴルフクラブ） 

  ・第 23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 

4月 13日（日本基督教団浅草教会） 

  ・東日本地区ＹＭＣＡ理事・常議員・総主事研修会 

 4月 20日（山手センター） 

 

               （小松康広担当主事） 

yYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYYyYyY 


