
■ 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                      

   ２０１５年  12月 №４２０ 

     Ｍｉｃｈｉａｎ Ｂｏｏｎｍａｐａｊｏｒｎ（タイ） 国際会長主題：「Ｍｉｓｓｉｏｎ ｗｉｔｈ Ｆａｉｔｈ」[信念のあるミッション] 

Ｅｄｗａｒｄ Ｋ．Ｗ．Ｏｎｇ（シンガポール） アジア会長主題：「Ｔｈｒｏｕｇｈ Ｌｏｖｅ，Ｓｅｒｖｅ」 [愛をもって奉仕をしよう] 

渡辺 隆(甲府クラブ)東日本区理事主題：「Ｓｔａｎｄ ａｔ ｔｈｅ ｏｒｉｇｉｎ ａｎｄｔａｋｅ ａ ｓｔｅｐ ｆｏｒ ｔｈｅ ｆｕｔｕｒｅ」[原点に立って､未来へステップ] 

 鈴木雅博（東京江東クラブ） 関東東部部長主題：「Ｃｈａｎｇｅ！！」 「チェンジ」 

  磯部成文 東京北クラブ会長主題：「見方をかえる・味方になる・味方をふやす」 

会長；磯部成文 副会長；辰馬行男; 書記；村杉克己 書記；金 秀男 会計；村杉一榮  担当主事；濱口隆久 

今月の聖句  ルカによる福音書  2章11節 

『今日ダビデの町で、あなたがたのために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシヤである。』    金 秀男会員                                      

「第536回11月例会報告」       磯部成文会長                                                                                                                                                                                                                                                  

第537回 例会プログラム《ＥＭＣ―ＭＣ》 

 日 時 2015年12月16日(水) 18:00～20:30 

 会 場 日本キリスト教団浅草教会 台東区浅草3－4－5 

 受 付 山根一毅        会員は17：30集合 

礼拝：メッセージ         篠田真紀子牧師 

司会・山根一毅・奏楽・神谷邦子 

 ２部：「楽しく歌いましょう」   布川慶子さんリード 

 ３部：ゆったりディナー：イマージュ 特別会費6,000円 

ハッピーバースディ― 

          20日 金 秀男 

『11月第二例会報告』        村杉克己書記 

日時：2015年12月2日(水) 18:30～20:00 

場所：浅草文化観光センター 4階小会議室（浅草雷門前） 

1.第一例会プログラム  

①第538回2016年1月20日(水)新年例会《ＩＢＣ/ＤＢＣ》 

 「東京グリーンクラブとの合同例会」 

会場：千代田区和泉橋区民館～ＪＲ秋葉原駅・昭和通り側 

 新春らしく「かっぽれ」鑑賞 

 プログラム費5,000円＋会場費・食事代1,500円 

②第539回2016年2月17日（水）《ＴＯＦ》 

 卓話 仮「なぜ、ワイズ」菅野秋男氏（東京ひがしクラブ） 

２. 報告及び協議事項 

①会員動向～体調のよくない篠澤さん､祈る回復を。 

②「グランチャ秋祭り」報告 10月24日（日） 裏面掲載 

③｢第2回関東東部評議会｣報告11月14日(土)  裏面掲載 

④｢興望館デー｣報告11月15日(日)       裏面掲載 

  参加者確認：磯部、小仁、村杉 

⑤「東陽町クリスマスオープンハウス」12月23日（水・祝） 

 おでん販売100食～メネット「フリーマーケットに出店」 

                  会員は9：00集合 

⑥｢在京ワイズ合同新年会｣16年1月9日(土)12：30～15：30 

出席者：磯部・幸子、小仁、辰馬、村杉、濱口。 

日時：11月18日（水）18：30～20：30 

場所：日本キリスト教団 浅草教会 集会室 

「私の半生

と反省」と

題して東京

山手クラブ、

ユース事業

主任浅羽俊

一郎さんか

ら卓話をい

ただきまし

た。浅羽さ

んは、元Ｙ

ＭＣＡ職員、

国連難民高等弁務官、元パキスタン・クエッタ事務所長、と

してグローバルに活躍され、現在は東京YMCA国際委員、日本

YMCA同盟の常議員としてYMCA活動を指導されています。お

父上が戦艦大和の生き残りから外務省入りということもあっ

て30数回引越しをされています。YMCAは面白いこと、人と

違うこと、新しいことをやらせてくれた。帰国子女の英語教

室、難民キャンプなどで現場を学なんだと語っています。ぺ

シャワール、ボスニア、サラエボ、コソボへのクイックサポ

ートファンド、パキスタンでのプロジェクトづくりを通して

人道開発に携われた豊富な体験が次々に出てきました。アフ

リカは日本の江戸時代を見るようだと話されて卓話を閉じら

れました。グローバル時代とYMCA、ワイズメンズクラブを考

えるたいへん良い機会となりました。 

例会は開会点鐘、ワイズソング、聖書・お祈り、ゲスト・

ビジター紹介、楽しい食事、ニコニコ、清泉YMCA報告、YMCA

ニュース、神谷さんのハッピーバースデイ、ニコニコ発表、

YMCAの歌、閉会点鐘をもって終了しました。 

出席者：磯部･幸子､神谷､小仁､辰馬、村杉･一榮､山根 

ビジター：浅羽俊一郎（東京山手クラブ） 

清泉ＹＭＣＡ：松本真季、三宅優子 

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      0名 

合    計    11名 

 

 会    員   8名 

 メネット    0名 

 コメット    0名 

 ビジター    1名 

 ゲスト      2名 

 合    計   11名 

            82％ 

   メイクアップ 

0名  

   月修正出席率 

           82％ 

11月分 

 切  手     0ｇ 

  現  金   0円 

本年度累計 

 切   手     5ｇ 

 現   金 8,000円 

        11月分  

11,000円 

    本年度累計 

       58,900円 
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「グランチャ秋祭り報告」      小仁恵子会員 

10/24（日）秋

晴れの中、グ

ランチャ東雲

ふるさとチャ

リティ秋祭り

が行われまし

た。昨年まで

は夏の猛暑の

中での開催で

したが、今年は秋祭りとして、グランチャ東雲 3・4F、こど

も園園庭ほかを会場。初の試みの提灯を園庭に飾り、こども

園の父母や地域の方々の協力による模擬店、東北の物産、館

外でのゲームなど賑やかな催しになりました。東京北ｸﾗﾌﾞは

飲み物の担当で、今回も清泉の学生たちの応援を頂きました。

ランチは本場のインドカレー、海鮮のグリル・もつ焼き、安

寧いも、クレープなどグルメを楽しみました。グランチャの

目標とする高齢者と子ども、子育て中のお母さんの交流がで

きる場の提供。シニアの生きがいづくり、子どもの成長・子

育てを支援する総合施設であることを、来場されていた方々

の表情などから感じられました。 

「興望館デー報告」       小仁恵子会員 

恒例の興望館 Day

が 11/15（日）前

日からの雨が朝ま

で少し 降ってい

ましたが、楽しみ

に待っていて下さ

った近隣の方々、 

学童の子どもた

ち・同窓生、父母

会の皆さん沢山来てくださいました。事務所前のピロティ、

ホール、保育園舎、学童クラブ室にて縁日風の屋台や喫茶、

手作りお弁当、ゲーム・迷路コーナー。体育館のステージで

行われる盛り沢山のプログラム。皆さんお食事や、買い物や

ステージを愉しまれていました。東京北ｸﾗﾌﾞは興望館スタッ

フの説明の元、清泉の学生6名の応援を頂き、手際よくチョ

コバナナを事前に作り置きしながらの販売に。後半、チョコ

レートが無くなるというハプニングがありましたが、スタッ

フ指示のもと残りを工夫して値段を下げての販売で、昼過ぎ

には無事完売に。個人的には初めて参加して、後援会コーナ

ーの興望館の歴史写真展を見たり、沓掛学荘のお話しを少し

伺ったり、今までの歩みを知る良い機会を得ました。 

「第 2回関東東部評議会報告」    磯部成文会長 

日時：2015年11月14日（土）13：30～16：30 

“チェンジ”を部長主題に部として10クラブに増えて活気あ

る関東東部にしていきたい、会員が減少する中、会員を増や

しワイズを盛り立てて、会員に限らず地元住民・地元自治体

などにも交流を深め活動していきたいという鈴木雅博部長の

もとで4ヶ月が経過して評議会が開催された。事前に各クラ

ブから月別活動報告を提出、評議会では各クラブの問題点を

3分で話し、参加者が意見交換した。 

後半は議案書にもとづき、鬼怒川河川敷決壊災害復興支援

金支出、関東東部20周年記念事業検討委員会による提案、部

則・細則の一部改訂が議論され決議された。 

出席者：会長・磯部成文 書記・村杉克己 会計・村杉一榮 

† † † † 清泉YMCA便り † † † † 2年 春原桃子さん 

 学生YMCAのミリアムは去年の11月に再興し、第 4回目にな

る今回のミリアムは11/7(土)～11/8(日)の2日間、合宿形式

で行いました。内容は1日目にディズニープリンセスに見ら

れるジェンダーステレオタイプについて、2日目はデートDV

についてのディスカッションをしました。ディズニー映画は

子供のころから見て育ったもので、自分自身にとってかなり

の影響を与えてきましたし、同じように幼い子どもにとって

大きな影響を与えるものです。そんな多くのひとから愛され

ているディズニー映画もジェンダーの視点から見てみると、

疑問に思う点やステレオタイプではないか？と思う点があり

ました。また、注意深く見てみないと気が付かず、今までは

何の疑問も持たずにそれらを観ていたと思うと不思議な感覚

がしました。多くの影響を与え、愛されているものだからこ

そ注意深く見てみる必要があると感じました。 

またデートDVについては、あからさまな身体的暴力だけでな

く、一般的に愛情と思われているものが一歩間違えると精神

的暴力につながることがわかりました。デートDVについての

知識はまだまだなので、これから更に勉強していきたいと思

います。 

＊＊＊＊ 興望館便り ＊＊＊＊ 萱村竜馬さん＊＊＊＊ 

ある日、興望館の隣の駐車場に音を消した救急車がやってき

ました。ストレッチャーを走らせ救急隊は路地を入っていき

ます。その先は、興望館の園庭に面するSさんのお宅でした。

４日分溜まっていた新聞を見逃さず、S さんのご兄弟に連絡

を取り、最寄りの診療所に取り次いだご近所の方々。そのま

まSさんは入院となり一命を取り留めました。希薄化してい

る地域のつながりは、ここ京島では今も息づいていることを

感じます。 

YyYyYyYyYyYyYyYyYy ＹＹＹＭＭＭＣＣＣＡＡＡニニニュュューーーススス   YyYyYyYyYyYyYyYyYyY 

１．公益財団法人倶進会より、東日本大震災復興支援の子ど

も支援プログラムに50万円、libyの活動のために70万

円の助成をいただいた。 

２．11月7日、会員協議会「ソシアスフォーラム」が「再生

と創生！東京ＹＭＣＡの未来を描く」をテーマに山手セン

ターで行われ､約 60 名が参加した｡中道基夫氏（神戸ＹＭ

ＣＡ理事長､関西学院大学神学部教授）をお招きし､「ＹＭ

ＣＡブランドの再生」の必要性についての講演が行われた。

その後テーマに沿って分団協議を行い、今後の活動の方向

性や広報のあり方、会員増強の方策など幅広く語り合った。 

３．11月12日、「ＹＭＣＡ／ＹＷＣＡ合同祈祷会」が東京Ｙ

ＷＣＡを会場に開催された。『希望あれ』というテーマの

もとに桃井和馬氏（写真家・ノンフィクション作家・桜美

林大学特任教授）より「皮膚感覚の神」と題したメッセー

ジをいただいた。各ＹＭＣＡ、ＹＷＣＡより会員、役員、

職員などが集い、礼拝と懇親の時を持った。 

４．11月28日､「国際プログラム報告会・クリスマス祝会」

が東陽町センターで開催された｡会員､役員､職員の他、に

ほんご学院の学生や英語幼児園の園児など､幅広い世代の

参加があった｡報告会では､今年度行われた4つの国際プロ

グラムに加え､にほんご学院の学生による発表や､日本バ

ングラデシュ協会理事長の橋本羅名氏によるゲストトー

クが行われた。国際委員によるラテンバンド演奏､キャン

プソングやゲーム指導が行われた。 

（濱口隆久担当主事） 

yYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyY YyYyYyYyYyY 


