
■ 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  5月 №437 

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 Ⅰ  10章13節 

『神は真実な方です。あなたがたを耐えられないような試練に遭わせることはなさらず、試練と共に、それに耐えられるよう、 

逃れる道も備えていてくださいます。』 金 秀男会員 選                                                                                                                                                                                                                                                               

第554回 例会プログラム《EF/JEF》 

 日 時 2017年5月17日(水) 18:30～20:30 

 会 場日本キリスト教団浅草教会 台東区西浅草3－4－5 

 受 付 磯部成文 

   卓話「お花茶屋から石巻へ」 

            関喜一郎氏（石巻広域クラブ） 

ハッピーバースデー 

7日 辰馬行男   30日 山根好陽 

ウエディング・アニバーサリー 

10日 磯部成文・幸子   

『5月第二例会報告』        村杉克己書記 

日時：2017年5月10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555回2017年6月21日（水）《評価》 

会員評議会「今年度の（評価）総括」新旧役員引継ぎ式 

②第556回2017年7月19日（水）《キックオフ・Yサ・ASF》 

  卓話「未定」   長尾昌男関東東部部長公式訪問 

２. 報告及び協議事項 

①学生YMCA同盟主催「インドスタディーツアー報告」 

 6月21（水）清泉YMCA初村有稀子・越智文香さん予定 

②4月15日（土）第3回関東東部評議会報告   裏面掲載 

③5月13日（土）18：00～千葉クラブ45周年記念例会 

 千葉市美術館  神谷邦子、村杉一榮出席 

④5月 13日（土）13：00～東京たんぽぽクラブ 15周年記念

例会  山手センター  村杉克己出席 

⑤5月27日(土)10：00～在京ワイズ会長会 東陽町センター 

 出席者：辰馬行男、金 秀男、村杉克己。 

  第15回東京YMCA会員大会13：30～ 東陽町センター 

⑥第20回東日本区大会6月 3日(土)・4日(日)ウエスタ川越 

エクスカーション：A「歩いて巡る小江戸川越半日コース」 

大会参加者：磯部、神谷、金、小松、辰馬、村杉・一榮 

 出席者：磯部・幸子､小松、神谷、辰馬、村杉・一榮。                                  

「第553回 4月例会報告」       山根一毅会員 

日時：4月19日（水）18：30～20：30 

場所：興望館 ホール 

4 月の例会はいつもの

浅草教会から場所を変

えて、墨田区曳舟の興

望館にて。セツルメン

ト運動を継承するキリ

スト教主義の社会福祉

法人として、1919年か

ら事業を行っておられ

ます。東京北クラブも34年に渡ってボランティア活動などで

お付き合いをさせていただいています。食事はいつものお弁

当とは違い、興望館で調理を担当されて46年の片倉さんが丹

精込めて創られたお魚や葉物の料理をいただき、とても温か

い気持ちで興望館職員の方々も交えたニコニコの時間を持ち

ました。卓話はもちろん興望館の方々のお働きについて。ま

ずは保育園スタッフの須田さんから０歳児受け入れについて

のお話です。この４月に新たに21名の新0歳児を受け入れた

そう。0 歳児たちも環境に適応しようとしてがんばっている

ことに感謝しつつ、育児初心者のママたちを時には厳しく応

援しつつ、今の社会の中での子育てを支援されています。ま

た、学童保育スタッフの臼居さんからは墨田区の「幼保小中

一貫教育」のシステムと興望館の地域との信頼を最大限活用

し、小学校の先生との学童保育スタッフのコラボが実現して

いること。そのことで子ども達にも余裕のある教育・保育環

境が創造されていることを学びました。最後に野原館長から

は「子どもの人権」の視点から、「子どもを育てる親も本当の

ワークライフバランスの実現からは程遠い」とのご指摘があ

り、そこに果敢にチャレンジする興望館の職員のみなさんの

強い意志を感じることができました。東京YMCAも東京北ワイ

ズメンズクラブも興望館も､ともにキリスト教のミッション

に基づき、この東京の地域社会に奉仕をするために存在して

います。共に学び合いつつ､協働を進めていければと思います。    

4月在籍者   4月出席者  4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   9名 

 メネット    0名 

 コメット    0名 

 ビジター    0名 

 ゲスト      10名 

 合    計   19名 

           90％ 

   メイクアップ 

0名  

   月修正出席率 

            ％ 

4月分 

 切  手      0ｇ 

  現  金   0円 

本年度累計 

 切   手    211ｇ 

 現   金 53,300円 

        

      4月分 

           0円  

    本年度累計 

      109,880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                       

前より 

例会出席者：磯部・幸子、神谷、金、小松、辰馬、村杉・ 

一榮、山根。 

興望館：野原健治、片倉睦子、萱村竜馬、須田よし子、 

    小栁有起子、臼井みなみ、川口麻由子。 

清泉YMCA：志羅山ひかり、杉田雅子、本条葉月。 

 

「第 3回 関東東部 評議会報告」   辰馬行男会長 

4月15日（土）13：30～東京YMCA東陽町センター1階視聴覚

室で開催された。片山啓関東東部部長の主題「組み合わされ、

結び合わされて、造りあわされて行く」のもと第3回の評議

会となりました。開会点鐘、ワイズソング、ワイズの信条、

と続き、部長活動報告では、ユース例会の実施、EMC 委員会

の開催、クラブ間やクラブと部の連携強化などが報告された。

その後、各事業主査活動報告、各クラブ会長報告が有り、第

1 号審議案、東京北クラブ議案書提出の国際ユースコンボケ

ーション参加者補助金の申請が承認された。第2号審議案、

2017年～2018年度の関東東部役員の提案が有り、承認された。

第3号審議案、東日本区代議員の選出で片山啓関東東部部長

が承認された。審議案終了後、閉会点鐘、記念撮影で評議会

が閉会した。その後次期クラブ役員研修会が有り、懇親会が 

行われました。 

出席者：会長・辰馬行男  副会長・村杉克己 

 

【胃がん手術備忘録】         村杉克己会員 

2016年6月中旬よりなんとなく体調が悪い、食欲がない、よ

り痩気味、7 月 6 日(水)クラブ打ち上げの日最悪。町のクリ

ニックでの検査結果、がんの兆候があり7月23日(土)~７月

30日(土)各種検査（胃カメラ・ＣＴ・消化器造影・ペット・・・）

で胃がんの判定。即手術とのことで8月9日(火)入院、10日

(水)8:00~15:30手術(麻酔により何も分からず、胃の3分の2

を除去)。医術のすごさを改めて知る。重湯･おかゆ･･･俗に言

う病院食での１0日間。ついに8月17日(水)クラブ例会は欠

席。20日(土)に退院その足で散髪。21日(日)の浅草教会130

周年記念礼拝に出席。徐々に･･・しかし歩くのが疲れる、昼

寝をする事がよいみたい、車の運転は楽だ。8月31日(水)よ

り抗がん剤を服用することになった。医者曰く「保険」です。

一般に言われている食欲が無い･髪が抜けるとか全くなく、食

欲は以前よりある。月に1～2度診察に行き、採血･レントゲ

ン･CT により順調に回復しているとのこと。少々無理かなと

思うこと時もありますが、仕事、教会、YMCA、地域と手術前

と同じようにかかわりができることを感謝。2017 年 4 月 19

日(水)早朝野球、７イニングフル出場ができました。ビール

がうまいと飲めたら完治かな？。 

† † † † 清泉YMCA便り † † † † 2年 入江はなさん 

4月23日、日曜日。清泉女子大学にて、この春入学してきた

１年生を歓迎する思いを込めて、ガーデンパーティが開催さ

れました。私たちは、コーンスープを販売しました。１年生

に清泉YMCAについて知ってもらうため、今まで行ってきた活

動をそれぞれポスターにして壁に飾り、BGM とともにスライ

ドショーの上映も行いました。教室へ入ってきた1年生がポ

スターやスライドショーだけでなく、机の上に置いてあるボ

ランティア募集などのチラシに興味をもってくれていて、私

自身もそうだったな、としみじみ感じました。大学生だから

こそできる活動が多くある YMCA で一緒に活動する仲間が増

えることを楽しみにしています。 

＊＊＊＊ 興望館便り ＊＊＊＊ 五十嵐美奈さん＊＊＊＊ 

「沓掛学荘の子どもたちの休日」    

５月４日－５日、学荘の子どもたち２４名が本部に宿泊し、

東京での休日を過ごしました。寝床はホールや園舎３階、夕

食は東京の職員が用意しました。中高生は週末にしか許され

ていない電子ゲームが出来ないことに不満そうでしたが、い

つの間にか学生ボランティアと夜の体育館での暗闇缶蹴りや

ボードゲームに夢中になっていました。学荘の在籍児の実家

はほとんどが東京です。卒業後の生活を見通して、今から色々

な人間関係を繋いでいくことも大切な役割だと考えています。 

 

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

１．4月13日、「第27回東京ＹＭＣＡチャリティーゴルフ大

会」を千葉県成田市の「レイクウッド総成カントリーク

ラブ」で開催し、31グループ122名が参加した。支援金

504,000 円はフレンドシップファンド（経済的困難を抱

える子どもたち支援）や、障がい児及び不登校児支援活

動のために用いる。 

２．熊本大地震から1年目となった4月15日、益城町と御船

町の避難所関係者を対象に「熊本未来笑店街」が御船町

スポーツセンターで実施され、東京ＹＭＣＡから職員の

秋田正人と佐久間眞人が参加した。「熊本地震から一年。

進もう前へ。」というテーマのもと「ふっこう商店街」や

復興祈念パネルディスカッション、映画上映などが行わ

れた。熊本ＹＭＣＡが運営していた益城町と御船町の２

カ所の避難所は解消され、現在熊本ＹＭＣＡは2か所の

仮設住宅で見守り支援活動などを行っている。 

３．4月15日、毎年恒例の「高石ともやバングラデシュ奨学

基金チャリティーコンサート」が日本基督教団浅草教会

で開催され、約 100人が来場した。東京－バングラデシ

ュパートナーシップの奨学金として、益金15万円をご寄

付いただいた。今回で21回目を迎えたが、現地の子ども

たちの生活や教育を継続的に支えていただいている。 

４．今後の主な行事日程 

 ・第15回会員大会  5月27日 （東陽町センター） 

 ・第20回会員芸術祭 オープニング：6月24日 

     会期：6月26日～7月1日（東陽町センター） 

 ・賛助会年会・アドバイザー会 

                7月11日（学士会館） 

（小松康広担当主事） 

yYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyY YyYyYyYyYy 


