
■ 例会日 第３火曜日 13:00～15:00 ■会場  日本キリスト教団 浅草教会                 

  ２０１9年  10月 №466 

Jennifer Jones（オーストラリア）国際会長主題： 

                      「Building today for a better tommorrow」［より良い明日のために今日を築く］ 

 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！］    

山田敏明(十勝)東日本区理事主題：「Innovation with courage,action with heart!」[勇気ある変革、愛ある行動！]   

               金丸満雄（東京ひがし） 関東東部部長主題：「“紡ぐ”」ワイズのこころ  

金 秀男 東京北クラブ会長主題：「大いなる挑戦―クラブ40周年に向けて」 

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

今月の聖句  詩編  ６８篇 １７節                   

『恵みと慈しみの主よ、わたしに答えてください 憐れみ深い主よ、御顔を私に向けてください。』  小松康広担当主事 選   

                                                                                                                                     

第 583回 10月例会プログラム《EMC/E/YES》  

 

日 時 2019年 10月 15日（火）13：00～15：00 

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 

卓話「アジア・太平洋ＹＭＣＡ大会」 

     公益財団法人日本YMCA同盟   山根 一毅氏    

『東京北クラブ報告』 

１．第一例会プログラム 予定 

 ①第 584回 2019年 11月 19日（火）（ワイズ理解） 

   卓題「私の追憶の名画」   青木克彦氏 

 ②第 585回 2019年 12月 18日（水）（EMC/MC） 

  「クリスマス例会」浅草教会 1部礼拝 18：00～ 

  2部「kinukawa」楽しくディナー、プレゼント交換 

２．報告及び協議事項 

 ①9月 23日（月・祝）チャリティーラン報告 

  東京北クラブは例年通りコースの誘導  裏面に掲載 

 ②10月 5日(土)関東東部大会報告     裏面に掲載 

 ③10月 5日（土）東京江東クラブ 60周年記念祝会 

  場所：亀戸アンフェリシオン 17：00～  会費 8,000円 

 ④10月 12日（土）関東東部リクレーション 

  「神田川舟の会」40年、80回目の開催 

 ⑤10月 26日（土）14：00～16：00興望館 100周年記念 

「落語会」柳家小里んとその一門  

木戸銭 500円（おまんじゅうつき） 

 ⑥11月 30日（土）第 23回「ワイズメネットの集い」 

  11：00～15：30 場所：日本基督教団 毛呂教会 

講演「茶道とキリスト教」  講師 深尾香子氏 

 ⑦2020年 1月 11日（土）在京ワイズ合同新年会 

  会場：東京 YMCA社会体育・保育専門学校 他 

14:00～18：30  会費：5,000円 

『第 582回 9月例会報告』      松島良樹会員 

日時：2019年 9月 17日（火）13：00～15：00 

場所：日本キリスト教団浅草教会集会室 

司会は、村杉一栄会員で、金秀男会長の開会点鐘の後全員で

ワイズソングを合唱、その後篠澤忠彦会員より聖書朗読とお

祈りを頂い

た。本日の

ゲストとし

て、関東東

部部長金丸

満雄氏と国

際交流事業

主査浅見隆

夫氏の二人が紹介され、その後本日の卓話“上野戦争、米国、

銀座、小諸”が、YMCA史学会理事長の齋藤實氏によって行わ

れた。（斎藤氏は、北クラブのチャーターメンバー）内容は、

明治初年東京 YMCAの発足当時の主筆で、東京 YMCAの機関紙

を発行した木村熊二氏の生涯をきめ細かく解説、YMCAの歴史

をよく知らない小生にとっては、正に目から鱗の卓話でした。

その後、全員で恒例のニコニコ。磯部会員よりは、大学一年

の時にヨーロッパに行って齋藤實氏にお世話になった旨を披

露。（本日のニコニコ、13000円）続いて YMCAニュースで、9

月 23日に恒例のチャリティーランが行われ、今年は視覚障害

者のチームが参加する旨披露された。続いてハッピーバース

ディの歌を全員で合唱、今月誕生日の三名の会員が祝福され

た。最後に全員で YMCAの歌を合唱し副会長の閉会点鐘。 

 

出席者:磯部･幸子､神谷､金､小松､篠澤、辰馬､松島､村杉。 

ゲスト：齋藤 實、有里公徳。 

ビジター：金丸満雄（東京ひがし）浅見隆夫（東京グリーン） 

清泉 YMCA：守屋未来、喜田千夏、永田夏乃。 

 

 

 

9月在籍者  9月出席者   9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    5名 

 合    計 16名 

           82％ 

   メイクアップ 

名  

   月修正出席率 

            ％ 

9月分 

 切 手    0ｇ 

 現 金 13,000円 

本年度累計 

 切 手     0ｇ 

 現 金 13,000円 

 9月分 

          13,000 円 

    本年度累計 

       38,000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                       

「第 33回 チャリティラン」報告   磯部成文会員 

日時：2018年 9月 23日（秋分の日）9：00～13：30 

場所：都立木場公園内特設コース 

朝の小雨と

強風が気に

なりつつ、

秋晴れとな

った今年の

チャリティ

ランが盛会

に実施され

ま し た 。

「障がいの

ある子どもたちのために」をスローガンに、東京 YMCA主催の

チャリティランは今年で 33回を迎えました。第 1回チャリテ

ィランの会場は皇居一周、続いて会場を代々木公園に移して、

現在の木場公園で 33回を迎えたことになります。ここ木場公

園に会場を移していますがすっかり定着した感じです。人気

の「こどもラン」は 10：30から幼児～小学生 500人、保護者

を合わせて約 800人という賑わいぶりで盛り上がりました。

12：10からは本競技。50チーム、ランナーと伴走者で約 340

人、ボランティアとスタッフ220人、応援の方々を入れると

合計約 1600人の来場者でした。レースの後に表彰式、ラッフ

ルの抽選会が行われました。かつては外資系企業がテントを

張って、家族でチャリティランを楽しむ光景が目立ちました

が、３年くらい前から YMCAの保育園・幼稚園の園児とその保

護者が多く見られるように会場の雰囲気は変わってきました。

歴代の実行委員長は東京北クラブの加瀬俊雄さんに始まり、

村杉克己さん、磯部成文、そして村杉克己さんが務めてきま

した。一昨年まで会場内を飛びまわっていた実行委員長村杉

克己さんのお姿が見えないのは何ともさびしい想いです。 

出席者：磯部・幸子 小松 辰馬 村杉 

 

「第 23回関東東部大会」報告    辰馬行男会員 

残暑が厳しい中、10月 5日（土）14：00～東陽町センター 

「YMCA ホール」で参加者数 60 名弱で関東東部大会が開かれ

ました。第一部、関東東部会計の鮎澤正和氏の司会で始まり、

開会点鐘は部長の金丸満雄氏、ワイズソング・ワイズの信条

の後、聖書朗読・開会祈祷は直前部長の衣笠輝夫氏、金丸部

長挨拶では97年の会員数179名から現在129名に減少した事

に危機意識を持ち、今期中に 20名の会員増強目標を述べられ

た。千葉ウエストクラブの設立の予定などが表明された。各

事業主査の報告発表が有り、来賓では東日本区理事の山田敏

明氏の挨拶が有りました。第二部の講演では“Change！2022”

推進委員会委員長熱海クラブの栗本治郎氏からワイズ創立

100周年の 2022年をゴールとして 97年東日本区発足時の会

員数 1246名、現在 860名から会員増強達成運動を進め 97年

発足時に戻す事を目標にと話された。また東日本区会員増強

事業主任の札埜慶一氏より各クラブが「フェイスブック」の

活用が会員増強に有効との話が有りました。 

出席者：金、辰馬、松島、村杉、小松 

＊＊ 興望館便り ＊＊＊＊＊＊＊五十嵐美奈さん＊＊＊＊ 

秋の１００周年行事   

１０月２６日に落語会、

１１月１０日に興望館デ

ーと１００周年行事がつ

づきます。落語会は１９

８４年に始まりました。

興望館が地域高齢者に貢

献したいと考えていた時

期だったこともあり、旅行会や昼食付き書道会がはじまるき

っかけとなり、１９９０年には週１回の昼食会へと発展しま

した。現在会員は６２名、平均年齢８２歳。晩年期の貴重な

社交場です。北クラブのご支援に改めて感謝いたします。  

1985年の看板   

† † 清泉 YMCA便り † † † †３年 守谷未来 † † † † † 

夏季休暇が終わり、みんなの様子がすっかり夏休みモードか

ら大学モードへと完全に切り替わりました。じりじりと近づ

いてきた文化祭のために、清泉 YMCA もパーティー係を中

心に着々と準備を進めています。ボランティアについても、

芝浦アイランドこども園をボランティア先に決定し、こちら

も着々と進んでいます。季節の移り変わりとともに清泉

YMCA 自体もさまざまな方面で変わり次のステップへと進

んでいます。まずは、11/2・3(土・日)に行われる文化祭です

が、今回は焼きそば販売と活動展示ブースとの２箇所に分か

れ、例年より大規模になるため、メンバーみんなで協力して

創り上げ、成功させたいと考えています。 

 

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

１．9月 14日、恒例の「国際協力一斉街頭募金」を新宿駅周

辺で実施し、各部署から集った会員、ワイズメン、学生、

メンバー、スタッフなど、総勢 233名が街頭に立った。

募金総額は 338,788円となり、参加人数、金額ともに昨

年を大きく上回った。寄せられた募金はバングラデシュ

の 7つのＹＭＣＡが運営する働く子どもたちの学校（Ｎ

ＦＰＥ）で学ぶ児童をはじめ、現地の青少年の教育支援

に用いる。 

２．9月 23日「第 33回インターナショナルチャリティーラ

ンでは北クラブの皆様に例年のようにコース誘導の役割

を担っていただきました。ありがとうございました。 

３．今後の主な行事日程 

・東京－フロストバレーＹＭＣＡパートナーシップ 

40周年記念会（東京）10月 19日（東陽町センター） 

  ・東京－フロストバレーＹＭＣＡパートナーシップ 

40周年記念キャンプ（米国） 

   11月 1日～3日（フロストバレーＹＭＣＡキャンプ場） 

  ・ＹＭＣＡ・ＹＷＣＡ合同祈祷週礼拝  

11月 14日（在日本韓国ＹＭＣＡ） 

   説教： 渡邊さゆり氏 

（日本バプテスト神学校教務主任・彰栄学園宗務主任） 

 

               （小松康広担当主事） 

yYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYYyYyY 


