
■ 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                      

   ２０１7年  1月 №433 

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   コリント Ⅱ 5章17節 

『だから、キリストと結ばれた人はだれでも、新しく創造された、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 選                                                                                                                                                                                                                                                               

第550回 例会プログラム《IBC/DBC》 

 日 時 2017年1月18日(水) 18:30～20:30 

 会 場千代田区和泉橋区民館3階和室 

           ～JR秋葉原駅・昭和通り口1分 

 受 付 村杉克己 

 「東京北クラブ・東京グリーンクラブ合同例会」 

「初春、お笑いで・・・」 

         古今亭寿輔師匠（落語芸術協会理事） 

会費  2,000円 

『1月第二例会報告』        村杉克己書記 

日時：2017年1月11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551回2017年2月15日（水）《TOF》 

卓話:仮題「野菜作り」 

藤田 智氏（恵泉女子大学教授）東京多摩みなみクラブ 

②第552回2017年3月15日（水）《BF/メネット》 

卓話「清泉YMCA活動報告」 

２. 報告及び協議事項 

①「第2回関東東部評議会」報告        裏面掲載 

②「東日本区メネットのつどい」報告       裏面掲載 

③「東陽町クリスマスオープンハウス」報告   裏面掲載         

④在京ワイズ会長会・在京ワイズ合同新年会 1月7日（土） 

 東京YMCA山手コミュニティーセンター 2月ブリテン掲載 

⑤親睦「新春浅草歌舞伎」2017年1月14日（土）15時～ 

⑥ワイズ東西交流会」～2017年2月4日（土）～5日（日） 

 ～日本YMCA同盟東山荘 まだ間に合う申し込み！ 

⑦「陽春の集い」～東陽町センター2月25（土）10:30～ 

⑧次期会長・部役員研修会～2017年3月4日（土）～5日 

 （日）日本YMCA同盟東山荘 

⑨「第20回東日本区大会」の応援者派遣のお願い。 

 2017年6月 3日（土）～4日（日）応援者３名提出する。 

  出席者：磯部､神谷､小松、辰馬、村杉。                  

「第549回12月例会報告」        篠沢忠彦会員  

日時：12月21日（水）18：00～20：30 

場所：日本キリスト教団 浅草教会 礼拝堂、 

1 部は、クリスマ

ス礼拝です。司

会：金 秀男、奏

楽：神谷 邦子、

クリスマスメッセ

ージ：篠田真紀子

牧師定刻、前奏曲

が厳かに流れ始め

る。ひとときの静

寂の中゛主に、この1年の平安に感謝の祈りを捧げる。「きよ

しこのよる」を賛美のあとメッセージ「光は闇の中に輝く」

と題し〝イエス誕生の本来的意義″について分かり易く説教

をいただく。つづいて「もろびとこぞりて」〝平和のきみな

る み子をむかえ すくいのぬしとぞ ほめたたえよ ほめ

たたえよ ほめ ほめたたえよ″と 一同心からクリスマス

を祝い賛美した。2 部 祝会はお馴染み「Kinukawa」で、浅

草教会の前面通路を東方に300ｍ行った所で、客収容25名位

のコック、ウエイトレス各1名のレストラン。祝会が始まる

頃に清泉女子大学学Y3名が参加。プログラム委員長の山根一

毅会員の軽妙な話術によって進められる。用意されたクリス

マス・ディナーはすでにテーブルに配膳されており、ゲスト

紹介後楽しい食事となった。イタリアン料理だがその味は格

別、表現に困る程美味しい。暫く沈黙が続きそれがざわめき

となり歓声となった。プレゼント（1,000円前後/1ヶ）交換

は、当初はビンゴゲームを予定していたが、アミダくじに変

更して行われた。最後の感想スピーチで篠田牧師から「来年

も子供2人と共に参加します。」 感謝 ‼  

出席者：磯部･幸子、神谷、金、小松、篠澤、辰馬、 

村杉・一榮、山根。 

ゲスト：篠田真紀子牧師、篠田唯、篠田道祈 

清泉ＹＭＣＡ：松本真希、初村有稀子、越智文香 

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     10名 

 

広義会員      0名 

合    計    10名 

 

 会    員   10名 

 メネット    0名 

 コメット    0名 

 ビジター    0名 

 ゲスト      6名 

 合    計   16名 

           100％ 

   メイクアップ 

0名  

  12月修正出席率 

          100％ 

12月分 

 切  手     0ｇ 

  現  金   0円 

本年度累計 

 切   手    171ｇ 

 現   金 35,300円 

     12月分 

         0円  

    本年度累計 

       57,880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                       

「第 2回関東東部評議会報告」    辰馬行男会長 

2016年11月19日（土）13：30～「第2回関東東部評議会」 

が東京YMCA東陽町センターで開催された。片山啓部長の活動

報告、部長公式訪問、20周年記念部会の開催、EMC委員会の

開催、関東部版のワイズドットコムの準備等が報告され、各

事業主査報告の後、各クラブの活動報告と続き今後の予定と

して、半年報の提出、東日本区区費等の徴収、各種献金の締

切と今後の予定が発表され、協議案では次期関東東部役員案

を協議承認された。東京ベイサイドクラブCS活動の「ミニチ

ャリラン＆ゴミラン」に5万円支援が協議承認された。次次

期関東東部部長に衣笠輝夫氏（埼玉クラブ）が選任され、関

東東部会員のメーリングリスト運用開始が承認され無事評議

会を終了した。 

出席者：辰馬行男会長、村杉克己書記。 

第20回「東日本区ワイズメネットのつどい」に参加して 

                    神谷邦子会員 

11月26日（土）東京YMCA東陽町センターWell-Bにて東日本

区の24のクラブから約60名が集い、メネット委員会の 

方々による和やかな雰囲気の中、今年度事業報告やクラブ紹

介、会食の前には我が東京北の村杉一榮さんの食前の祈りが

捧げられました。講演会はNHKの人気アナウンサー武内陶子

さんの歯切のいい楽しいお話「子育てと仕事・放送の裏側」

について、さすが人を逸らさない話術の達人で最後まで笑い

が絶えませんでした。久しぶりの参加でしたが、メネット達

は健在でワイズを支える力強さを感じました。 

「クリスマスオープンハウス報告」   山根一毅会員 

12 月 23 日(土)、季

節はずれに暖かな天

候に恵まれた（？）

東京ＹＭＣＡ東陽町

センターで、クリス

マスオープンハウス

が実施されました。

今年も男性メンバー

はおでん、女性メン

バーはフリーマーケットへの出店を担当。毎年の強力な助っ

人であった清泉ＹＭＣＡの女学生たちの参加が叶わず、おま

けに「おでん」には不向きな暖かさでどうなることやらと思

っていましたが、東陽町センターのラケットボールコートを

利用する都内の大学生た

ちがお手伝いとして大活

躍をしてくれて、おでん

も無事に完売！フリーマ

ーケット出店も好調な売

れ行きだったようです。

皆様、おつかれさまでし

た。 

† † † † 清泉YMCA便り † † † † 2年 初村有稀子さん 

12/25から12/29までの 4泊5日間、東京で日本YMCA同盟主

催「第18回日韓交流プログラム」が行われ、私はこのプログ

ラムの運営委員として、また一参加者として参加いたしまし

た。今回のプログラムの議題は「We are the world～手を取

り合って生きること～」で、外国人労働者や移住者・障がい

者・ジェンダー・宗教のいわゆるマイノリティと呼ばれるこ

の4つを通して、なぜ彼/彼女たちは社会から疎外されるのか、

では私たちがどのようにして手を取り合って生きていくかを

考えました。私は今まで様々な事に関して「自分には関係な

い」と見て見ぬ振りをしていた事に気づかされました。抑圧

されている人の声に気づいても助ける勇気や自分から発言し

ていく勇気が持てない、と自分の弱さも突きつけられました。

しかし、今回のプログラムで素敵な仲間ができました。その

仲間とともに、いわゆる「排除されている人」と少しずつ関

係を築き、自分たちの活動を少しずつ発信し、小さな力を少

しずつ大きくしていくことが出来たら、手を取り合うことが 

出来るのではないでしょうか。 

＊＊＊＊ 興望館便り ＊＊＊＊ 五十嵐美奈さん＊＊＊＊ 

新年おめでとうございます。社会福祉法人改革が実施される

と共に、興望館としては２年後の創立百周年を意識する１年

になります。子ども達の育ちにおいて、乳幼児・学童保育を

中心とした支援はますます高い専門性で必要とされています。

児童養護施設沓掛学荘での子ども達・卒業生の育成と自立支

援も責任の重い重要な課題です。地域の方々との連携を大切

にしながら、先達が残してくれた興望館の精神と施設を活か

し、仕事を発展させていく年にしたいと考えています。  

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

１．12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、51 名が出席、野田 沢牧

師（学生キリスト教友愛会－ＳＣＦ－主事）に『ＹＭＣ

Ａとクリスマス』と題してメッセージをいただいた。今

年はＹＭＣＡ運動に貢献された方々への表彰、感謝とし

て「日本ＹＭＣＡ同盟表彰」の記念品授与も合わせて行

われた。祝会では熊本大地震復興支援活動報告も行われ

た。席上献金41,371円は熊本復興支援募金として用いら

れる。 

２．12 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た。

約65万円の収益金は、地域の高齢者プログラムや国際協

力活動、被災地支援、青少年リーダー養成のために用い

られる。 

３．1 月 5 日、職員新年礼拝が社会体育・保育専門学校で行

われ、約 80 名の職員が出席した。朝日研一朗牧師（日

本キリスト教団 行人坂教会）に『光あれ』と題してメ

ッセージをいただいた後、各法人の代表者より年頭の挨

拶があった。 

４.今後の主な行事日程 

 ・新春特別午餐会（阿刀田高氏） 1月20日（学士会館） 

 ・東日本地区YMCAスタッフ研修会 

               １月25～26日（東山荘） 

 ・第11回子育て講演会（岡田武史氏） 

             1月28日（しののめこども園） 

（小松康広担当主事） 

yYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyY YyYyYyYyYy 


