
■ 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                      

   ２０１6年  1月 №４２1 

     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  コリント Ⅱ  5章17節 

『だから、キリストと結ばれる人は、だれでも新しくされた者なのです。古いものは過ぎ去り新しいものが生じた。』 

 金 秀男会員                                       

「第537回12月クリスマス例会報告」  辰馬行男会員                                                                                                                                                                                                                                                  

第538回 例会プログラム《ＩＢＣ/ＤＢＣ》 

 日 時 2016年1月20日(水) 18:30～21:00 

 会 場千代田区和泉橋区民館3階 和室 

～ＪＲ秋葉原駅･昭和通り側 

 受 付 山根一毅         

新年例会「東京グリーン・東京北・東京ひがし  

3クラブ合同新年例会」 

  新春らしく「かっぽれ」鑑賞 

                   食事代1,500円 

『1月第二例会報告』        村杉克己書記 

日時：2016年1月6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第540回2016年3月16日（水）《ＢＦ・メネット》 

 ・何人かの候補者と交渉する。 

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クラブ担当主事～1月より濱口主事休職の為と4月よりの 

 ＹＭＣＡ人事が未定のためとりあえず仮担当主事として、 

 1月、2月例会には、山添主事、3月例会には菅谷副総主事 

 が出席する。 

③2016～2017次期関東東部部長選出について（第2回評議会 

 での決定により）・2017～2018～Ａグループ（千葉・東京 

 グリーン・東京北）より選出 千葉クラブ・東京グリーン    

 クラブよりの、立候補者がいればその方にお願いする。 

④「ぐんまＹＭＣＡ」にクリスマス献金として～クラブ・ 

 メネット会各10,000円を送金する。 

⑤その他～国際会長投票｡半年報提出｡区理事候補者無の報告。 

出席者：磯部・幸子、神谷、小仁、辰馬、村杉、山根。 

日時：12月16日（水）18：00～20：30 

場所：日本キリスト教団 浅草教会 礼拝堂 

今年も

東京北

クラブ

の 12

月例会

は浅草

教会で

行われ

ました。

第1部、

礼拝の

司会は金 秀男さん、奏楽は神谷邦子さん。前奏、讃美歌

112（もろびとこぞりて）、お祈りは金 秀男さん、聖書朗読

はルカによる福音書 1章 26節～56節について篠田真紀子牧

師のお話が有り、この福音書の話は、クリスチャンではない

人も、部分的に何となく知っている気がしました。続いて「悩

みの時に」題したクリスマスメッセージを聞くことが出来ま

した。献金13,200円はロールバックマラリアの為に使われま

す。讃美歌 109（きよしこの夜）を歌い祝祷、後奏のあと場

所を教育館に移して布川慶子さんのピアノ、リードで「みん

なで楽しく歌いましょう！」を楽しむ事になりました。トロ

イカ、手のひらに太陽を、青春時代、見上げてごらん夜の星

を、上を向いて歩こう、など懐かしい歌を唄いクリスマスソ

ングなどを交え布川慶子さんの軽妙なお話を伺いながらの歌

会を楽しく過ごしました。第2部祝会は近くのワインとフレ

ンチのお店、イマージュでワインを飲みながらの和やかな会

食となり、辰馬副会長のワイングラスでの閉会点鐘で無事お

開きとなりました。 

出席者：磯部･幸子､神谷､金､小仁､辰馬、濱口､村杉･一榮､ 

ゲスト：布川慶子 篠田真紀子牧師 篠田唯 篠田道祈 

清泉ＹＭＣＡ：吉田舞依 松本真季、三宅優子 

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      0名 

合    計    11名 

 

 会    員   9名 

 メネット    0名 

 コメット    0名 

 ビジター    0名 

 ゲスト      7名 

 合    計   16名 

            82％ 

   メイクアップ 

0名  

   月修正出席率 

           82％ 

12月分 

 切  手     0ｇ 

  現  金   0円 

本年度累計 

 切   手     5ｇ 

 現   金 8,000円 

        12月分  

5,000円 

    本年度累計 

       63,900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：今年こそ身辺整理を促進しよう、と思う。散らか

っているわけではないがモノを減らさなければいけない。大

切なモノだけとシンプルに暮らしたい。さっそく今日から！  

金 秀男/聖愛：残り少ない東京生活を満喫するためにも、

健康を維持し（今年こそ禁酒日・週２を守るぞ！）、新たな出

会いと発見の場とすべく、ワイズライフを楽しむ。      

村杉克己：ひつじからサルへ～仕事・教会・ＹＭＣＡ・ワイ

ズメンズクラブ・地域(町会)・野球・演芸観賞・今年も継

続・・・・・、継続は力なり！。 

村杉一榮：今年は 6 度目の年女、ここからどう生きるかで、

楽しい人生だったか決まるのでは・・・少し頑張ってみよう

と思います。 

辰馬行男：今年は最後の 60 代もう若くはないが、気持ちだ

けは若返り、ワイズ活動にできるだけ多く参加したり、今ま

で出来なかった友人との交誼を大切にしていきたいです。 

山根一毅：昨年はなぜだかバタバタとし続けていましたので、

今年はイエス様に導かれて歩んでいることを感じながら過ご

す1年にしたいと思います。 

磯部成文：東京YMCA、ワイズメンズクラブ、東京北クラブの

環境が大きく変化していることを強く感じます。クラブの方

向性についてみんなで話合っていかくてはならない年です。 

磯部幸子：孫の成長を楽しみにしていること、まわりの人に

迷惑をかけないように昨年より今年は一歩前進していきたい

です。 

小仁恵子：60歳代前半の体力、気力、時間を大切に新たな生

き方、ワイズ活動の第一歩にしたいです。今年こそ穏やかな

一年になりますように。 

「クリスマスオープンハウス報告」  辰馬行男会員 

日時：2015年12月23日（水・祝）10：00～16：00 

場所：東京ＹＭＣＡ東陽町センター 

オープニングはかわいい子供たちのチアダンス。 

9時に集合して今年も東京北クラブは「おでん」100食を販売

しました。今年は何か客足が悪いような気がしていましたが、

清泉ＹＭＣＡの松本さん、三宅さんにお手伝いしてもらい、

菅谷さんにも参加して頂き何とか３時位までには完売しまし

た。収益金は今年は少なく11,300円でした。フリーマーケッ

トでは、幸子さん、一榮さん、神谷さん、小仁さんが女性の

パワーを発揮して50,000円近くの収益がありました。いつも

のように一番人気の餅つき、甘酒、フランクフルト、クレー

プ、おそば、うどん、焼き鳥などで賑わいました。 

参加者：磯部・幸子、神谷、小仁、辰馬、村杉、一榮、濱口 

清泉ＹＭＣＡ：松本真季、三宅優子 

† † † † 清泉YMCA便り † † † † 2年 松本真季さん 

清泉YMCAでは、23日に行われた東京YMCAのクリスマスオー

プンハウスの活動に参加しました。YMCAの一員として参加で

きたことを嬉しく思いました。学内の活動としては、12月17

日に清泉YMCAでクリスマスパーティーを行い、楽しい時間を

一緒に過ごしました。また、18日には三年生の引退式が行わ

れ、三名が清泉YMCAを卒業されました。無事に三年生から二

年生に代替わりすることができ、新生清泉YMCAを創り上げる

準備をしています。不安もありますが、これからの活動が楽

しみです。 

＊＊＊＊ 興望館便り ＊＊＊＊ 萱村竜馬さん＊＊＊＊ 

「全国研修会のご案内」 

来る２月２７・２８日に全国研修会「セツルメントから始ま

る地域福祉」が両国で開催されます。興望館は３年に一度の

東京大会事務局です。墨田区では、ガバナンス・協治を推進

しています。その協治を福祉分野で実現するための視点が「プ

ラットフォームによる地域福祉」の推進です。諸分野の多様

な主体が相互関係を基礎とし、協働するための基盤となるも

のです。この研修会の準備を進めつつ、プラットフォームの

形成も目指します。東京北クラブの皆さまもぜひご参加くだ

さい。 

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

●「３法人合同クリスマス礼拝・祝会」のご報告 

12月14日、「3法人合同クリスマス礼拝・祝会」が東陽町

センターを会場に開催され、30名が出席、勝山健一郎牧師

（日本基督教団 大島シオン教会）に｢人間の罪の歴史の中

に生まれた主｣と題してメッセージをいただきました。祝

会では「テイラー基金・ＹＭＣＡ青少年国際交流プログラ

ム」の活動紹介も行われ、懇親のときをもちました。席上

献金 23,231 円は東日本大震災救援・復興支援募金として

用います。 

●「東陽町クリスマスオープンハウス」のご報告 

12 月 23 日、東陽町センタークリスマスオープンハウスが

地域の方々や近隣小学校の協力のもと開催されました。恒

例のバザー、模擬店、被災地応援物産販売、絵画展、ウエ

ルネスセンターの子どもたちの発表会などが行われまし

た。約 75 万円の収益金は、地域の高齢者プログラムや国

際協力活動、青少年リーダー養成のために用いられます。 

●1月・2月の午餐会のご案内 

【1月の午餐会】1月20日（水）12時～13時30分 

卓話者：柳田 邦男氏（ノンフィクション作家・評論家） 

テーマ：いのちの対話する言葉 会場：学士会館（神保町） 

【2月の午餐会】2月22日（月） 12時～13時30分 

卓話者：並木 浩一氏（国際基督教大学名誉教授・日本旧約

学会会長） 

テーマ：「かたち」の文化と「型」の文化 

会 場：東京大学ＹＭＣＡ（南北線 東大前駅０分） 

【申込み】賛助会事務局  kaiin@tokyo.ymca.or.jp  

TEL：03-3615-5568  

●「第10回子育て講演会」のご案内 

【日 時】 2016年1月23日（土） 10：00～12：00 

【会 場】 しののめYMCAこども園（江東区東雲1-9-46） 

（東京ＹＭＣＡ戸坂昇子さん） 

yYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyY YyYyYyYyYyY 
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