
■ 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  6月 №４２6 

     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；小松康広 

今月の聖句  Ⅰ ペトロの手紙   4章8節 

『何よりもまず、心を込めて愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。』              金 秀男会員  

                                                                                                                                                                                                                                                                

第543回 例会プログラム《評価》 

 日 時 2016年6月15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 神谷邦子        

 

会員評議会「今年度の（評価）総括」 

新旧役員引き継ぎ式 

      

ハッピーバースデイ 

11日 村杉一榮 

 

『6月第二例会報告』        村杉克己書記 

日時：2016年6月1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544回2016年7月20日（水）《キックオフ》 

  卓話予定「熊本地震支援報告」    山根一毅会員 

②第545回2016年8月17日（水）《CS》 

  「納涼例会」～村杉会員宅（屋上） 

２. 報告及び協議事項 

①東日本区大会～DBC仙台青葉城クラブとの交歓会。 

②熊本地震支援募金について～ 

5月例会ニコニコ24,000円を東日本区へ送金。 

③在京ワイズ会長会＆第14回会員大会～ブリテンで 

④会員芸術祭～会場受付 磯部幸子・神谷・小仁・村杉一榮 

⑤第30回記念チャリティーラン（9月22日祝・木）～実行 

 委員会、30回記念イベント他・小松担当主事・村杉 

⑥夏祭り8月27日(土)～実行委員会 6月29日(水)18:30～ 

⑦東京西クラブ40周年記念例会7/16（土）中野サンプラザ 

⑧東京みなみクラブチャーターナイト 

 7月17日（日）16：00～コンティ多摩センター 

出席者：磯部、小松、辰馬、村杉、山根。 

「第542回 5月例会報告」        辰馬行男会員  

日時：5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 

村杉書記の司会で

始まり、いつもの

ように磯部会長の

開会点鍾、ワイズ

ソング、聖書・お

祈りは小松担当主

事、ゲスト・ビジ

ター紹介は関東東

部ユース事業主査

の衣笠輝夫氏（埼玉クラブ）今月の卓話は清泉YMCA。楽し

い食事～ニコニコ一言では、五月の歌舞伎座團菊祭の話、野

尻キャンプは昨年より少し増えたこと、幸子さんのお孫さん

が野尻キャンプに参加する話、フットマークにモヤモヤさま

ぁ～ずTV取材の話、衣笠さんが浅草教会に40年ぶりの訪問、

この頃、転んだ話が多くなった様な気がしました。清泉YMCA

報告では、①北海道、東北、一橋、立教、清泉大学の冬ゼミ、

2月15日～17日まで25名参加で北海道大学で行われた事。

②東北被災地支援ボランティア宮古グループ活動報告では、3

月5日～8日立教、中央、清泉大学、16名参加で宮古ボラン

ティアセンターで行われた。③石巻スタディーツアー活動報

告、では 3月 13日～16日まで立教、中央、清泉大学のメン

バー6 名で行われた事。以上松本真希さん、中村萌さん、溝

井紫乃さん、山村葉月さん、の 4 名で報告されました。3 大

学で学Y活動することが多くなり、それぞれが刺激しあうの

は良いことのように思いました。ハッピーバースデイ、ウエ

ディングアニバーサリー、ニコニコ発表金額24,000円は熊本

地震支援金としました。YMCAの歌、辰馬副会長の閉会点鍾で

5月の例会は終了しました。 

出席者：磯部･幸子､神谷､小仁､小松、辰馬、、村杉･一榮。 

ビジター：衣笠輝夫（埼玉クラブ） 

清泉ＹＭＣＡ：松本真季、中村萌、溝井紫乃、山村葉月。 

5月在籍者   5月出席者  5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      4名 

 合    計   13名 

            73％ 

   メイクアップ 

0名  

   月修正出席率 

           73％ 

5月分 

 切  手     0ｇ 

  現  金   0円 

本年度累計 

 切   手     5ｇ 

 現   金 59,800円 

        5月分  

熊本地震へ24,000円 

    本年度累計 

       93,400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                       

「清泉大学ガーデンパーティーにお邪魔して」小仁恵子会員 

4月24日

（日）新

入生歓迎

を目的に

した「ガ

ーデンパ

ー テ ィ

ー」は40

年余りに

渡り開催

されてい

る伝統行

事であると。普段は大学構内へ自由に入ることは出来ません

が、今日は特別開放。辰馬さん、神谷さんと小仁がお邪魔し

てきました。2012年に大学本館（旧島津公爵邸）東京都指定

有形文化財に指定。手彫りの装飾、暖炉、ステンドグラスが

素敵でした。大学のシンボルの一つにもなっている、奥庭の

ふうの木が柔らかな若葉を輝かせて出迎えてくれました。樹

齢約200年とも言われている巨木で、品川区指定天然記念物。

新緑の緑とつつじのコントラストがとても綺麗でした。鹿児

島県と大学のコラボ企画、鹿児島の新茶とお菓子のセットが

100 円で楽しめました。日本茶インストラクターの方がお茶

を淹れてくださいました。つつじを愛でながら心地良い時間

を過ごしました。清泉YMCAはホットチョコレートとイカせん

べいを販売していました。イカせんべいは被災地岩手県の名

物で、売り上げは被災地へ寄付することに。そして余震が続

く熊本の被災地へも心をむけて、募金箱が置かれていました。

パネル展示は現在までの被災地の支援の活動報告、先輩のフ

ィリピンAYCの体験発表、聖書勉強会のことなど。学生たち

の海外だけでなく国内でも色々な交流・情報収集を希望して

いることが話しをしていて分かりました。 

 

「在京ワイズ会長会・第14回会員大会報告」村杉克己会員 

5月28日

(土)東京

ＹＭＣＡ

社会体育、

保育専門

学校と東

陽町セン

ターを会

場に開か

れました。

在京 19

クラブの会長、次期会長、担当主事がつどい東京ＹＭＣＡの

現況、各クラブの活動報告がされました。会長会の後「第14

回会員大会」が会員・リーダー・職員合わせて134名近来に

ない多くの参加者でした。1 部名誉会員の推挙、会員部運営

委員の推挙、Volunteer of the year「大沼謙一先生と教員仲

間の皆様」・ユースリーダーへの表彰と委嘱。2部「子どもた

ちの未来が輝くために」大沼謙一先生に講演をいただきまし

た。3 部「ジャズの生演奏」の流れる中で、会員同士の交流

がはかられ会員活動の意義が再確認されました。   

（参加者小松・村杉） 

 

† † † † 清泉YMCA便り † † † † 2年 溝井紫乃さん 

私は2016年2月15日〜17日まで北海道大学の汝羊寮という

所で冬ゼミに参加しました。冬ゼミの主な目的は、相互の活

動報告や他大学の学生との交流です。私は普段清泉女子大学

だけで行うイベントには参加していたのですが他大学と交流

するのは初めてだったのでたくさんの刺激を受けました。議

論することで価値観の違いや様々な意見を聞くことができて

貴重な経験となりました。また、5月18日には浅草教会で定

例会に参加しました。そこでは冬ゼミ報告や食事をしながら

日々の近況報告を聞きました。とても暖かい雰囲気の中だっ

たので人の優しさを感じました。積極的に人と交流すること

は大切だなと改めて感じた日々でした！ 

 

＊＊＊＊ 興望館便り ＊＊＊＊ 萱村竜馬さん＊＊＊＊ 

「新会計基準への移行 」          

これまで様々な会計基準が併存し、事務処理の煩雑さ、計算

処理結果の相違等の指摘を受けていた社会福祉法人会計。公

的資金や寄附金を受け入れることから、広く説明責任が生じ、

効率的な法人経営と事業活動の透明化が求められます。そこ

で、簡素で分かりやすい一元的な会計基準の登場となります。

その背景に社会福祉法人改革の大きな流れがあります。一筋

縄にはいかない移行作業が一段落しました。これからも興望

館独自の活動を続けるため求められる形できちんと説明を果

たす知恵が不可欠だと実感しています。 

 

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

１．感  謝 

・ 株式会社木村洋行より熊本地震緊急支援募金として

5,000,000円のご寄付をいただいた。 

・ 西東京 60 年記念会実行委員会の皆様より記念会の

益金の全額141,316円を熊本地震緊急支援募金とし

てご寄付いただいた。 

２． 4 月 14 日から熊本県で発生している連続地震を受け、

東京ＹＭＣＡは、熊本ＹＭＣＡが指定管理として運営す

る「御船町スポーツセンター」に4月19日よりスタッフ

の派遣を開始し、6月1日現在までに8名を交代で派遣。

今後も継続を予定している。5月14日、現地から戻って

きたスタッフによる報告会を開催。また、これまでに計

8 回にわたって街頭募金を実施し、延べ 145 人が街頭に

立ち、約50万円の募金が寄せられている。他にも企業や

個人からのご協力により、6月1日現在の募金額は約700

万円となっている。 

３.今後の主な行事日程 

 ・同盟協議会    6月18～19日 （東山荘） 

 ・会員芸術祭   6月27～7月2日 （東陽町センター） 

 ・賛助会年会     7月14日  （学士会館） 

 ・夏まつり      8月27日  （東陽町センター） 

 ・チャリティーラン  9月22日  （木場公園） 

４．他団体の動き 

・5月22日、東京多摩みなみワイズメンズクラブ（仮）

の設立総会が開催された。チャーターナイト（国際協会

加盟認証状伝達式）は7月17日にConti（コンティー）

多摩センターにて開催の予定。 

・第5回オープン・フォーラムY 6月18日 

（オリンピック記念青少年センター） 

（小松康広担当主事） 

yYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyY YyYyYyYyYyY 


