
■ 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  7月 №439 

Henry Grindheim(ノルウエー) 国際会長主題：「Let Us Walk in the Light-Together」[ともに、光の中を歩もう] 

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

栗本治郎(熱海)東日本区理事主題：「Extension Membership & Conservation」[広げようワイズの仲間] 

長尾昌男（千葉クラブ） 関東東部部長主題：「義務を果たしてこそ、クラブと関東東部の活性化を図ろう」  

            村杉克己 東京北クラブ会長主題：「YMCA・興望館・清泉YMCA・＋なにかを！」 

会長；村杉克己 副会長；磯部成文; 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  Ⅱ テモテ への手紙  2章22節 

『清い心で主を呼び求める人々と共に、正義と信仰と愛と平和を追い求めなさい。』 金 秀男会員 選 

                                                                                                                                                                                                                                                               

第556回 例会プログラム《キックオフ・Yサ・ASF》 

 日 時 2017年7月19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 山根一毅さま 

長尾昌男関東東部部長公式訪問 

   卓話「東京YMCAの今！」 

          星野太郎氏（東京YMCA副総主事） 

 

ハッピーバースデー 

31日 村杉克己  

『7月第二例会報告』        村杉克己書記 

日時：2017年7月5日（水）18：30～17：30 

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557回2017年8月23日（水）《CS》 

   納涼例会 会場：神谷バー3階 割烹神谷 

＊8月定例会日 第4水曜日に変更 

②第558回2017年9月20日（水）《ユース》 

  卓話予定「ユースコンボケーション報告」 

       清泉YMCA 平川真友美さん 

２. 報告及び協議事項 

①8月2日（水）18：30～場所：『チアーズ浅草』 

  第二例会＆ご苦労様食事会 

②関東東部第1回評議会7月15日（土）13：00～17：00 

 東陽町センター  出席予定者～村杉・磯部 

④第20回東日本区大会報告6月3日～4日    裏面掲載 

⑤第20回東京YMCA会員芸術祭報告～    8月号に掲載 

⑥夏まつり～8月26日（土）10：00～10：30集合 

〇実行委員会6月26日（月）18：30～ 小松・村杉出席 

   例年と同じく、生ビール・ソフトドリンク販売 

⑦東京YMCAインターナショナルチャリティラン9月23日(土・祝) 

 〇実行委員会7月3日（月）18：30～ 小松・村杉出席 

第二例会出席者：神谷、小松、辰馬、村杉、山根。                                  

「第555回 6月例会報告」       磯部成文会員 

日時：6月21日（水）18：30～20：30 

場所：日本キリスト教団 浅草教会 集会室 

金書記の司会ではじ

まり、辰馬会長の開

会点鐘、ワイズソン

グ、聖書・お祈り、

楽しい食事、出席者

全員からニコニコの

ひとことがありまし

た。今年度を総括す

る「会員協議会」は、

辰馬会長標語「義務を果たし、実りあるワイズ活動を、そし

て楽しく」をもとに1年間のプログラムを振り返りました。

会員増強は成果なし、夏まつり、チャリティラン、グランチ

ャ東雲、クリスマスオープンハウス、陽春の集い、YMCA大会、

東日本区大会、芸術祭などの行事に東京北クラブとして参加

しました。興望館デー、清泉YMCAとの協働（例会出席、イン

ドスタディツアー支援、ユースコンボケーション）、関東東部

20周年・評議会、在京ワイズ会長会、各種献金目標金額達成

が報告されました。国際交流事業賞、グランドスラム賞、YES、

RBM、TOF、BF、FF、SAF、CS の献金達成賞の 9 つの賞、ロー

スター広告協力賞が東日本区から表彰されました。各委員会

からは、プログラム（山根）、BF（篠澤）YIA（山根）ドライ

バー（山根・金）CS（村杉）Yサ（一榮・幸子）EMC（村杉）

親睦（辰馬）会計（磯部）監査（篠澤）のメンバーから報告

がありました。「会員協議会」の後半は、清泉YMCA初村さん

から「インドスタディツアー」の報告、清泉YMCA報告、YMCA

ニュース。役員交代式では辰馬会長から村杉会長にバッジ交

換が行われました。村杉会長の標語は「YMCAプログラム・興

望館・清泉YMCA＋なにかを！」です。 

例会出席者：磯部・幸子、金、小松、篠澤、辰馬、村杉 

・一榮、山根。 

清泉YMCA：初村有稀子  

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     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      1名 

 合    計   11名 

           90％ 

   メイクアップ 

0名  

   月修正出席率 

            ％ 

6月分 

 切  手      0ｇ 

  現  金13,700円 

本年度累計 

 切   手    249ｇ 

 現   金 72,000円 

        

      6月分 

         9,000円  

    本年度累計 

      128,880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                       

「在京ワイズ会長会報告」        辰馬行男会長 

5月27日（土）10：00～東京YMCA東陽町センター1階視聴覚

室で、開催されました。在京クラブ会長会幹事報告、東京YMCA

報告、在日韓国YMCA報告、在京ワイズ会長報告などが発表さ

れた。2016年度の東京 YMCA会員数が 1,015名となり、久し

振りの1,000名越えはうれしく思い、関係各位の皆さまの努

力は大変だったと思いました。終了後、13：30 から第 15 回

会員大会となりました。 

「東京ＹＭＣＡ第15回会員大会｣    村杉一榮会員 

5月27日東

陽町センタ

ーで 142名

の参加者、

新たに就任

した菅谷淳

総主事のも

と元気に始

まりました。

リーダーた

ちも多く参加し、会を盛り上げていました。2 部と 3 部との

間、初めての企画でＹＭＣＡはこんな活動をしていますと、

ブースを設けそれぞれの説明をするプログラムがあり、新し

く動き出すという力を感じました。 

 

東日本区「年次代議員会」報告     辰馬行男会長 

2017年 6月 3日（土）10：30～ウエスタ川越で 75名の代議

員中57名参加、委任状12名で開かれました。第1号議案2016

年―2017年年次報告および行政監査報告2号、中間決算報告

および監査報告 3 号、会計決算・監査報告の承認方法変更 4

号、東日本区定款改定案の承認5号、第22回東日本区大会ホ

ストクラブ、東京サンライズクラブの承認6号、ワイズ・YMCA

のパートナーシップ検討委員会の設置7号、第28回アジア太

平洋地域大会開催地立候補案8号、次期理事、次年度の次期

理事などの候補者指名9号、栗本治郎理事方針、主題「広げ

よう ワイズの仲間」10 号、東日本区役員案 11号、東日本

区予算案が提出され、1～11号議案が承認された。 

「第20回東日本区大会｣         村杉一榮会員 

20 回という

記念の大会,

講演も元気の

出るお話で、

同じ事のくり

かえしで、成

果の出ないと

きに、何かを

変えるという

発想は分かっ

ていても、行動する力が足りないなあと・・・。川越クラブ

のホストで大変良い大会でした。－歩いて廻る小江戸半日コ

ース－満喫。    (磯部･神谷･金・小松･辰馬･村杉･一榮) 

 

―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 奥田まどかさん 

6/4に、早稲田 YMCA寮の信愛学舎で関東地区の学生 YMCAを

中心に、春のオリエンテーションが行われました。1 年生に

YMCAを深く知ってもらうためのもので、これまでの各大学の

活動報告を聞きました。また、レクリエーションの時間もと

り、色々な人と交流をしました。中でも私は「価値観ゲーム」

という「希望」「休息」といったような単語が書かれた紙を5

枚まで選び、なぜそれを選んだかをチームでシェアするゲー

ムです。YMCAのメンバーは似たような価値観を持っている気

がしました。清泉YMCAでの活動だけでなく、関東地区のYMCA

の活動が聞けて勉強になり、色々な人と交流ができて良い機

会となりました。 

＊＊＊＊ 興望館便り ＊＊＊＊ 五十嵐美奈さん＊＊＊＊ 

「保護者との協働」  

先月、園内美化活動が行われ約４０名の父母が参加。プール

設置やどぶ掃除、窓ふきに網戸張替えを行った。興望館と父

母の協働は戦前から行われている。１９３０年代には、昼食

会計赤字の一部を母の会会計から支出したことや、父の会が

ジャングルジム等遊具を寄付したと記録されている。 

以前、ボランティア研修で出会った卒業生保護者に「興望館

でただ働きを覚えて、今もただ働きばかりよ」と笑顔で言わ

れたことがある。これからも協働の喜びを伝えられる場であ

りたい。 

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

１．6月16日～17日に東山荘にて「第10回ＹＭＣＡトップ

リーダーシップセミナー」が「ポジティブネットのある

豊かな社会を目指して」をテーマに開催され、全国 26

のＹＭＣＡから151名（うち東京ＹＭＣＡから24名）が

参加した。阿部志郎氏（横須賀基督教社会館館長）と澤

村雅史氏（広島女学院大学）による基調講演を受け、ブ

ランディングを推進していくための方策についてグルー

プディスカッションが持たれた。同盟協議会における新

しいＹＭＣＡのロゴ、スローガンの発表にも立ち合った。 

２．東京ＹＭＣＡが1917年（大正6年）、日本で初めての室

内温水プールを設置してから今年で 100周年となったこ

とを記念し、全国のＹＭＣＡで記念プログラムが持たれ

ている。東京ＹＭＣＡでは東陽町センターと山手センタ

ーのロビーでＹＭＣＡにおけるプールの歴史を紹介した

パネル展示会を開催している他、ＨＰ上でも特設サイト

を公開した。7 月 2 日にはプール開設当時と同じように

ふんどしをしてプールに入り「たらい合戦」や「パン食

い競争」を楽しむ「ふんどし祭り」を両センターで同時

開催した。 

３．6月24日、「第20回会員芸術祭」のオープニングセレモ

ニーが東陽町センターで開催された。開幕のテープカッ

ト、菅谷功先生（新槐樹社準委員）による講評、嶋倉昌

平氏による津軽三味線の演奏等があり、出展者同士の交

流がはかられた。今回は50名62点の出品があり、7月1

日までの会期中に、208 名来場された。会員やワイズメ

ンズクラブによるボランティアが受付を担った。 

４.今後の主な行事日程 

 ・夏まつり       8月26日（東陽町センター） 

 ・国際協力一斉街頭募金 9月16日（新宿駅周辺） 

 ・第31回チャリティラン9月23日（都立木場公園） 

（小松康広担当主事） 

yYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyY YyYyYyYyYy 


