
■ 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  7月 №４２7 

 Joan Wilson（カナダ） 国際会長主題：「Our Future Begins Today」[私たちの未来は、今日から始まる] 

Tung Ming Hsiao（台湾） アジア会長主題：「Respect Y‘Movement」 [ワイズ運動を尊重しよう] 

利根川恵子(川越)東日本区理事主題：「For the  Future，Act Today！」[明日に向かって、今日動こう] 

片山 啓（茨城クラブ） 関東東部部長主題：「組み合わされ、結び合わされて、造り上げられてゆく」  

  辰馬行男 東京北クラブ会長主題：「義務を果たし、実りあるワイズ活動を、そして楽しく」 

会長；辰馬行男 副会長；村杉克己; 書記；村杉克己 書記；金 秀男 会計；磯部成文  担当主事；小松康広 

今月の聖句   箴言  3章5,6節 

『心を尽くして主に信頼し、自分の分別には頼らず主を覚えてあなたの道を歩け。そうすれば主はあなたの道筋をまっすぐにし

てくださる。』     金 秀男会員                                                                                                                                                                                                                                                                

第544回 例会プログラム《キックオフ・Yサ・ASF》 

 日 時 2016年7月20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 磯部幸子        

 

卓話「熊本地震発生から今は」 

          山根一毅会員 

      

ハッピーバースデイ 

31日 村杉克己 

 

『7月第二例会報告』        村杉克己書記 

日時：2016年7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545回2016年8月17日（水）《CS》 

 「納涼例会」～村杉会員宅（屋上） 

②第546回2016年9月21日（水）《ユース》 

  卓話「未定」 

２. 報告及び協議事項 

①東京西クラブ40周年記念例会7月16日（土）13：30～ 

中野サンプラザ。出席予定～辰馬・村杉 

②東京多摩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 出席予定～村杉 

③関東東部第1回評議会7月23日（土）13：00～ 

 東陽町センター 出席予定～辰馬・村杉 

④東京YMCA夏祭り8月27日(土)～10：00集合～例年の様に 

 生ビール・ソフトドリンク 第2回実行委員会8月1日（月） 

 18：30辰馬出席予定 当日参加者確認＋清泉YMCAより 

⑤第30回記念チャリティーラン9月22日（祝・木）～ 

 第3回実行委員会、9月12日（月）18：30～ 

出席者：磯部・幸子、神谷、金、小松、辰馬、村杉・一榮。 

「第543回 6月例会報告」        山根一毅会員  

日時：6月15日（水）18：30～20：30 

場所：日本キリスト教団 浅草教会 集会室 

6 月はワイズの年度の最後の

月。ということで今回は卓話

者はなく、毎年恒例の会員協

議会が行われました。村杉一

榮さんが買ってきてくださる

お弁当に舌鼓をうちながらの

ニコニコでは、辰馬メンの浅

草と深川のお祭り・お神輿について詳しーい解説をスタートに、補

聴器や隅田川の花火大会、戸隠神社の参道の険しさ、野尻のヨット

の話などなど、メンバーの皆さんがそれぞれにユニークな現実を生

きておられることがよく判ります。唯一、清泉ＹＭＣＡの大学 1 年

生、杉田さんが夏にドバイに旅行される話しには、まだ訪れたこと

のないアラブの灼熱の地に思い馳せることができて、すこしは現実

から逃避できた話題でした。さて、会員協議会ではこれまでの一年

を役割ごとに振り返り、来年に向けての抱負を共有することができ

ました。メンバー数がなかなか増えないという課題を抱えながら過

ごした一年であったことから、メンバーのお一人おひとりの頑張り

に支えられた一年でもあったことに、互いに感謝することができま

した。「これからも在京のワイズメンを卓話者として招く」、「みん

なでブリテンの原稿をしっかりと分担する」、「興望館との関係を更

に深める」、「メネットはバザー販売などでしっかりへそくり会計」、

「クラブの会計も健全黒字」、「親睦はぜひ下町探索を復活」、「教会

や地域とのつながりをもっと」、「清泉ＹＭＣＡとの絆も更に強いも

のに」といった来年への希望が多く語られたのも幸いです。次年度

の会長、辰馬行男さんによる会長主題は「義務を果たし、実りある

ワイズ活動を、そして楽しく」。これまでの1年間を担ってくださっ

た磯部成文さんから辰馬さんにクラブ会長のバッジが渡され、いよ

いよあらたな 1 年の歩みが始まりました。まだまだ楽しく、メンバ

ー増強の希望をもって歩み続けるクラブでありたいと思います。 

出席者：磯部･幸子､神谷､小松、辰馬、村杉･一榮、山根。 

清泉ＹＭＣＡ：春原桃子 杉田雅子。 

6月在籍者   6月出席者  6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    0名 

 ゲスト      2名 

 合    計   10名 

            73％ 

   メイクアップ 

0名  

   月修正出席率 

           73％ 

6月分 

 切  手     0ｇ 

  現  金   0円 

本年度累計 

 切   手     5ｇ 

 現   金 59,800円 

        6 月分 

8,800円 

    本年度累計 

      102,200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                       

東日本区「年次代議員会」報告   磯部成文会長 

日時：2016年6月 4日（土）10：30～11：45 

場所：長野市若里市民文化ホール 

東日本区の最高意思決定機関である2015-2016年度・年次

代議員会は7つ部の部長、クラブ会長、部選出代議員76名に

よって行われた。第1号議案の決算報告、会計監査報告から

始まり、会員数は920名であることが確認され、次年度役員

などの選出によって利根川恵子氏（川越クラブ）が理事とな

った。理事主題は「明日に向かって、今日動こう」、クラブ拡

張と会員増強・活性化、YMCAとの協働の強化、スリムな区の

運営が主な方針となった。9号の議案が可決、承認された。 

 

「第１９回東日本区大会報告」     村杉一榮会員 

６月４日～

５日長野と

いう善光寺

さんのお膝

元らしい大

会で、「天

台声明｣僧

侶 10 名が

立ったり座

ったりのお

作法で、澄

んだ声明でした。長野郷土史研究会(母・息子)のお二人が善

光寺詣りの、絵解き口演を、楽しく聞かせてくださいました。

もちろんいつもの東日本区アワーもありました。晩餐会は善

光寺木遣で始まり、食前感謝も「仏教の食事作法｣を出席者全

員で唱え始まりました。二日目の表彰、各事業に万遍なく献

金をし、グランドスラム賞を頂きました。理事引継ぎ式では、

三人目のマドンナ利根川恵子理事の誕生で、「明日に向かっ

て、今日動こう」力強い所信表明があり無事終了しました。

12名の長野クラブのすばらしいお働きに拍手です。私たちも

小さなクラブながら、磯部・神谷・金・小松・辰馬・村杉、

一榮と7名の参加。フェローシップアワーではＤＢＣ仙台青

葉城クラブとの楽しく交流。やっぱり大会は、懐かしい友と

も会える一年一度のお楽しみです。 

 

「エクスカーション報告」        小仁恵子会員 

大会を終え、我北クラブ総勢７名は神話と蕎麦の里、癒しの

参道杉並木を散策・奥社参拝のエクスカーションに参加しま

した。日本三大蕎麦の一つ戸隠蕎麦は蕎麦の甘皮を取らない

挽きぐるみで色が濃く、食べやすいかたまりに丸めて盛って

ある独特の盛り方で、ここの特徴は地元老舗の七味唐辛子を

冷たいお蕎麦にもたっぷりかけるそうです。わさびではなく

初めての体験を・・・美味しく頂きました。まっすぐの参道

は約2キロ、春蝉の声、せせらぎの声に癒され励まされて歩

き、杉並木の散策を楽しんでいたその先の厳しい～石段の道

のりの後やっと九頭龍社(虫歯の神）と奥社へ到着、４名が無

事奥社まで参拝。クラブの皆さんと楽しい時間を過ごし、家

路に着きました。 

―会計より― 新年度の会費納入をお願いします。 

＊ みずほ銀行千束町支店（せんぞくちょうしてん） 

＊ 普通預金 １７８１３０８ 東京北ワイズメンズクラブ 

年会費   ６０,０００円（半期３０,０００） 

夫婦会員  ４０,０００円 

† † † † 清泉YMCA便り † † † † 1年 杉田雅子さん 

浅草教会にて、定例会が開かれました。美味しいお弁当を頂

きながら、参加した方々がそれぞれ近況報告しました。そし

て、前年度の振り返り及び今年度の引き継ぎを行いました。

また、東京大学にて聖書研究会も行われました。ディスカッ

ション形式で聖書の学びを深めると共に、その後開かれた親

睦会では、東大生の皆様が手作りのデザートを振舞ってくだ

さいました。6 月生まれの人に、サプライズでバースデーソ

ングを歌うなど素敵な空間で交流することができました。 

 

＊＊＊＊ 興望館便り ＊＊＊＊ 五十嵐美奈さん＊＊＊＊ 

「夏期キャンプに向けて 」                

夏のキャンプに年長児３０名、小学１～６年生１４０名、大

学生４１名が参加します。今年のテーマはLearning by Doing。

今年、ボランティア出身の若者が沓掛学荘に就職しました。

生活施設なので家事も大切な仕事ですが、彼は洗濯機を動か

すことも、給湯器の電源を入れることもできませんでした。

ところが、子どもの世話はキャンプで経験したので、困って

いないと言います。生活体験が著しく制限される都会っ子に

とって、キャンプがいかに重要かを改めて実感します。 

 

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

１．5月27日開催の評議員会にて、下記のとおり役員の就任

があった。 

  理事（再任）  村杉 克己 氏、 菅谷 淳 氏、  

沖 利柯  氏 

２．6月17～19日、東山荘で「第150回全国総主事会議」お

よび「第5回日本ＹＭＣＡ同盟協議会」が開催され、東

京ＹＭＣＡ選出代議員として、勝田正佳氏（評議員会会

長）、青山鉄兵氏（会員）、廣田光司総主事が参加した。

協議会では、同盟事業方針・計画等の協議の他、ＹＭＣ

Ａブランディングに関する大規模内外調査の報告と、そ

れらに基づく「ＹＭＣＡブランドコンセプト」が発表さ

れた。今後、全国で説明会などが順次開催され、コンセ

プトの分かち合いが行われる予定。 

４．6月27日～7月 2日、第19回となる会員芸術祭が東陽町

センターで開催された。開催に先駆けて25日に行われた

オープニングセレモニーでは、菅谷功氏（新槐樹社準委

員）による講評と、嶋倉昌平氏による津軽三味線の演奏

が会場を彩った。会員やそのご家族、関係者など51名（団

体含む）による78点の作品が出展された。会期中は242

名が来場、今回も水彩画、油絵、書道、写真、陶芸、彫

刻など、多彩で個性的な作品がそろった。 

５．7月2日、「第１回熊本大地震復興支援マラソンチャリテ

ィーコンサート」が開催された。このコンサートは、本

法人理事の飯靖子氏他有志による実行委員会の呼び掛か

けにより、様々なジャンルの音楽家たちがコンサートで

バトンを繋ぎ、熊本支援の輪を広げようという趣旨で開

始。第１回は、日本基督教団久我山教会にて、洗足学園

音楽大学曽我部ゼミによる金管アンサンブルが届けられ

た。来場者 42名から寄せられた募金 42,430円は、ＹＭ

ＣＡの熊本地震緊急支援活動のために用いられる。今後

も秋までシリーズでコンサートが開催される。 

６.今後の主な行事日程 

  ・夏まつり   8月27日（土）（東陽町センター） 

（小松康広担当主事） 

yYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyY YyYyYyYyYyY 


