
■ 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  2月 №４２2 

     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  詩編  126章5節 

『涙と共に種を蒔く人は、喜びの歌と共に刈り入れる。』                        

                   金 秀男会員  「第538回1月東京グリーン、東京北、東京ひがし、3クラブ  

新春合同例会報告」            村杉一榮会員                                                                                                                                                                                                                                                  

第539回 例会プログラム《ＴＯＦ》 

 日 時 2016年2月17日(水) 18:30～20:30 

 会 場 日本キリスト教団浅草教会 台東区浅草3－4－5 

 受 付 辰馬行男 

  卓話「未来を担う子供たちの、より善き成長を願い、 

     今の私たちに何ができるかを考える」 

菅野秋男氏（東京ひがしクラブ） 

         ハッピーバースデー 

      23日 山根明都  24日磯部幸子 

『2月第二例会報告』        村杉克己書記 

日時：2016年2月3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540回2016年3月16日（水）《ＢＦ・メネット》 

  ・仮題「ワイズあれこれ」吉田明弘さん（東京西クラブ） 

②第541回2016年4月20日（水）《ＬＴ》 

 ・仮題「ＢＦ代表として」小山久恵さん（東京サンライズ） 

③第542回2016年5月18日（水）《ＥＦ・ＪＥＦ》 

  清泉ＹＭＣＡ関連 

２. 報告及び協議事項 

①クリスマス例会会計報告～承認 

②「東陽町センター陽春の集い」3月5日（土） 

 10：00～準備・12：00～15：00 

③次期会長・部役員研修会～3月5日（土）～6日（日） 

 12：00～於東山荘 辰馬次期会長出席 

④ＢＦ献金・切手の取り扱いについて～篠澤委員長復帰まで、   

 会計扱い。 

⑤興望館展覧会2月12日～17日～出品依頼あり 

 出品：神谷・一榮・（菅谷）出品 

⑥次期ブリテン発行について～ブリテンチームを立ち上げる。 

出席者：磯部、神谷、小仁、辰馬、村杉。 

日時：1月20日（水）18：30～21：00 

場所：千代田区和泉橋区民館 3階和室 

昨年 1月

26 日に

急逝され

た、林福

松さんへ

の黙祷で、

合同例会

のスター

ト。ワイ

ズソング、ワイズの信条、聖書とお祈り。「櫻川流･江戸芸か

っぽれ、櫻川后姫社中(4 名)」かっぽれを楽しみながらの会

食・フリードリンクすっかりくつろいでのお正月気分に戻っ

た様。クラブアッピールタイム千葉～2月10日「第五福竜丸

見学」とお台場散策。ひがし～3 月 6 日ピースウオーク。北

～濱口担当主事休職。グリーン～2 月 3 日「林福松さんを偲

ぶ会｣。たんぽぽ～3月26日Ｌｉｂｙコンサート。清泉YMCA ~4

月22日ガーデンパーテイー。北クラブ方式で全員ひとこと。

和やかなうちにお開き。ニコニコ24,000円は東京YMCA東日

本大震

災復興

支援募

金へ。

グリー

ンクラ

ブにす

べてお

世話に

なり感

謝です。 

出席者：グリーン11名･北9名･ひがし3名･ 

千葉2名･たんぽぽ2名･清泉Y3名 

1月在籍者   1月出席者  1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      3名 

 合    計   12名 

            82％ 

   メイクアップ 

0名  

   月修正出席率 

           82％ 

1月分 

 切  手     0ｇ 

  現  金18,000円 

本年度累計 

 切   手     5ｇ 

 現   金26,000円 

        1月分  

0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                       

「在京ワイズ合同新年会報告」    小仁恵子会員 

急に厳しい寒さが到来

した 1/9（土）桜美林

大学多摩アカデミーで

の在京ワイズ合同新年

会には、甲府クラブ、

川越クラブ、仙台青葉

城クラブ他のビジター

クラブも加わり総勢133名の盛会になりました。「新しい年、

自分のタレントを生かして生きよう」桜美林大学チャプレ

ン・専任講師 薛 恩峰牧師マタイの福音書25章14～30節

タラントンとはパレスチナの重さの単位で、1 タラントン＝

労働者の一年分の労働の対価。 (タラントンとはタレントの

語源で能力を意味するものである)神から与えられた恵み、能

力をどれだけ持っていることに価値があるのではなく、どの

ように生かすかが重要であることだと。ショータイムは桜美

林大学の先生と学生による演奏でした。礼拝献金、東日本大

震災復興支援基金へ。初めての新年会参加でした。 

参加者：磯部、金、小仁、村杉 

「親睦 新春浅草歌舞伎鑑賞報告」  辰馬行男会員 

1月15日（金）浅草公会

堂で第2部3時から新春

浅草歌舞伎を楽しみまし

た。毎年、浅草歌舞伎は

若手花形役者が主役を演

じます。今年も6名が熱

演しました。演目は歌舞

伎十八番の毛抜と初春ら

しい義経千本桜でした。毛抜きの坂東巳乃助は團十郎を思わ

せる荒事芸で正月気分を盛り立ててくれました。義経千本桜

の尾上松也は若手人気役者らしく溌剌としてこれからの成長

を見るのが楽しみです。お屠蘇気分の中、爽やかな若手役者

を見る事ができ、心が和みます。東京グリーンクラブの青木

方枝さんを交え8名で芝居の後、神谷バーで楽しく会食をし

てお開きになりました。 

参加者：磯部・幸子、神谷、金、小仁、辰馬、一榮、 

    青木方枝（東京グリーン） 

「第 2号ぐんまＹＭＣＡ通信」村上祐介さん（元担当主事） 

4 月の赴任当初、雨が降ると館内のいたるところで雨漏りが

発生し、バケツや桶を置いている状況でした。原因は建設か

ら40年が経ち老朽化した屋上防水シートでした。 

ある日、1 階の幼児が使う教室の木製床タイルが雨漏りによ

って変形し、とても子どもたちが安心して過ごせる環境では

なくなってしまいました。その床はバールやヘラで部分的に

剥がし、ホームセンターで買ってきた塩ビの床材を貼って応

急処置をしました。同じ頃、電気系統にもトラブルが発生し、

なんとか雨漏りを直そうと業者に見積もりをとりました。し

かし3階部分にあたる屋上は高所作業とのことで、とても今

すぐに修繕できる金額ではないことが分かりました。なんと

か「手術（専門家による工事）はできなくても、（手作業で）

絆創膏くらいは貼りたい」と祈っていたところ、学生時代に

リーダーをしていたOGが大手ハウスメーカーに勤めている

ことが分かり、相談しました。すると、同僚の社員とともに

YMCA に来てくださり、「できる範囲で一緒にやりましょ

う」とその日から手作業での修繕ワークが始まりました。 

来月号へ続く 

† † † † 清泉YMCA便り † † † † 1年 平川真友美さん 

1月20日に行われた定例会では、はじめて「かっぽれ」を見

ることができ、大変嬉しく思いました。またほかの YMCA

の方とも交流することができました。3月13日から16日ま

で石巻へボランティアに行きます。被災地にははじめて訪れ

るので、どのように接したらよいのかと不安な気持ちがあり

ますが、被災地の方々との交流を大切にし、ボランティアを

通してたくさんのことを学んで帰ってきたいと思っています。 

 

＊＊＊＊ 興望館便り ＊＊＊＊ 萱村竜馬さん＊＊＊＊ 

興望館の周辺は再開発が進められ環境の変化は著しいものが

あります。裏庭に面する京成線の高架化工事も仕上げが近づ

き、工事担当者が興望館を訪れました。現在、草の生える土

手状態の法面をコンクリートで固めることを検討しているそ

うです。子どもたちの遊ぶ庭にハチや蝶々が飛び交うささや

かな自然を残して欲しいと要望しました。草刈りなどの負担

も生じるため、京成電鉄の企業としての協力が得られること

を祈って吉報を待ちたいとおもいます。      

 

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

１．1月20日、学士会館にて新春特別午餐会が開催され、今

回はノンフィクション作家、評論家の柳田邦男氏を招き、

新春特別午餐会として卓話をいただきました。「いのち

と対話する言葉」と題し、死を目前にした人たちの様々

な言葉を引用しながら、言葉の力について語られました。

64名が参加しました。 

２． 1 月 27 日、東京ＹＭＣＡ、明治安田生命共催の「明治

安田生命チャリティーコンサート 2016 ニューイヤーの

夕べ」が明治安田生命 MY PLAZA にて開催されました。

今年は日本フィルハーモニー交響楽団による弦楽四重奏

とフルートのアンサンブルが行われ、古典から現代音楽

まで幅広い楽曲が披露されました。開演前にはＹＭＣＡ

のバングラデシュ支援活動報告のスライドが上映され、

参加者 237名より 137,370円の募金が寄せられました。

募金は全額バングラデシュの子どもたちの教育支援や村

の診療所運営支援等に用いられます。 

＜今後の予定＞ 

１．午餐会のご案内 

【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 

【3月の午餐会】3月 17日（木）12時～13時 30分 

卓話者：荒川 紘氏（静岡大学名誉教授・科学思想史） 

テーマ：故郷フクシマの未来を考える  

【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  

２． 「東日本大震災復興支援チャリティーコンサート」のご案内 

【日 時】 2016年2月19日（金） 19時開演   

【会 場】 日本基督教団霊南坂教会【チケット】1,000円 

（東京ＹＭＣＡ戸坂昇子さん） 

yYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyY YyYyYyYyYyY 
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