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  ２０１８年  １０月 №４５４ 

Moon Sang Bong（韓国）国際会長主題： 

                              「Ｙｅｓ，Ｗｅ Ｃａｎ Ｃｈａｎｇｅ！」［私たちは変えられる］ 

  田中博之（東京多摩みなみ）アジア太平洋地域会長主題： 

                        「Action！」［アクション！］    

宮内友弥(東京武蔵野多摩)東日本区理事主題：「No challenge，No fruit」[為せば、成る]   

           衣笠輝夫（埼玉クラブ） 関東東部部長主題：「良いものを見つけ・つなげて、よくなろう」  

   磯部成文 東京北クラブ会長主題：「明るく・楽しく・朗らかに」 

会長；磯部成文 副会長；金秀男 書記；村杉一榮 書記；松島良樹 会計；磯部幸子 担当主事；小松康広 

今月の聖句  マタイによる福音書 ５章 ９節 

『 平和を実現する人々は、幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる 』  金 秀男会員 選  

                                                                                                                                                                                                                  

第 571回 １０月例会プログラム  

日  時：  2018年 10月 17日(水) 18:30～20:30 

会  場： 興望館 墨田区京島1-11-6 TEL 03-3611-1880 

受  付: 村杉一榮 

     興望館 保育園 

     「子どもの主体性を育む保育について」 

      興望館 学童保育 

      「学童保育のいま」 

『 10月 役員会報告 』 

日時：2018年 10月 3日（水）18:30～20:30 

場所：神谷バー 

出席者：磯部・幸子・松島・神谷・村杉・小松 

①10月 第一例会について 

日時：10月17日（水）18:30～ 

場所：興望館 

例年、食事など様々と準備も興望館スタッフがしてくださ

るが、少し早く行ってお手伝いできることはしよう。 

お支払いについては、例年通りとする。 

②興望館１００周年について 

この例会を機会に寄付金の振込をする。 

金額については、10万円とする。 

次回10月 17日 興望館例会の時に持参する。 

 ＊落語会について 

開催日程について、落語家さんの都合、興望館の都合、ま

た、むかでクラブとも相談して決めるようにする。 

③11月例会の卓話者について 

金 秀男さんを第一候補とする。 

山根 一毅さんに依頼をお願いする。 

④12月例会について 

以前、お知らせしたとおりであるが、浅草教会で礼拝後、

「KINUKAWA」にて食事会とする。 

⑤興望館デーについて 

 日程は、11月 11日（日） 

 北クラブは例年通り「チョコバナナ」のお店を出店する。 

 9:30集合 10:00開店～13:00 終了予定 

⑥東陽町クリスマスオープンハウスについて 

 日程は、12月23日（日） 

 例年通り、「おでん」のお店を出店する。 

 フリーマーケットにも参加をする。 

 当日の集合時間など、小松より、皆さんへ連絡する。 

 おでんの仕入れなど、村杉さんに確認、小松が購入予定 

⑦江東クラブ 藤井寛敏氏 お祝いの会について 

 11月 4日（日）東京北クラブからの参加はなし。 

  

『 第 570回 9月例会報告 』     松島良樹会員 

日時：2018年 9月 19日（水）18：30~20：30 

場所：浅草教会 教育館 

磯部会長の開会点鐘、皆でワイズソング 1番を斉唱、続いて

篠澤メンによるお祈り、楽しい食事の時間。引き続き二コ二

コ各自一言。会員の年齢からか圧倒的に病気の話が多かった。 

その中で山根メンから、夫婦揃って韓国旅行をするという楽

しい話が披露された。磯部会長からは、辰馬君の見舞いに行

った際、彼の弟の看護ぶりにびっくりしたとの話あり。小松

メンより 23 日開催予定のチャリティーランについて説明あ

り。続いて本日の卓話。松島メンの“ＡＩについて” 近未

来にはＡＩの発達により世の中が大いに変わり、2045年頃に

は、純粋機械化経済の世の中となり、日本の就業者数は、1000

9月在籍者  9月出席者   9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      1名 

合    計      12名 

 

 会    員   9名 

 メネット    0名 

 コメット    0名 

ビジター    名 

ゲスト    2名 

 合    計 13名 

           82％ 

   メイクアップ 

名  

   月修正出席率 

            ％ 

9月分 

 切 手   214ｇ 

 現 金 8,300円 

本年度累計 

 切 手    289ｇ 

 現 金 32,600円 

 9月分 

         9,000 円 

    本年度累計 

       41,000円 
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万人程度になって

しまうだろうとの

話を披露。（現在

の就業者数は、約

6400万人）続いて

清泉ＹＭＣＡ報告。

夏休みに夏季ゼミ

ナールに参加し他

校の活動に刺激を受けた旨の話があった。ＹＭＣＡニュース

では、北クラブより西日本災害の募金を貰った話の披露。続

いてハッピーバースデイ、ハッピーアニバ―サリーの披露。

本日の二コ二コは、9000円。続いてＹＭＣＡの歌を斉唱。磯

部会長の閉会点鐘で終了となった。 

出席者：磯部、幸子、神谷、一栄、篠澤、菅谷、山根、小松、松島 

ゲスト：清泉ＹＭＣＡ 高山さん、守谷さん 

 

『 第 32回 チャリティラン 』    磯部成文会員 

日時：2018年 9月 23日（日・祝）9：30～13：30 

場所：木場公園内特設コース 

絶好の秋晴れに恵まれ、「障がいのある子どもたちのために」

をスローガンに、東京 YMCA 主催のチャリティランは今年で

32 回を迎えました。

かつての会場となっ

た皇居、代々木公園

からここ木場公園に

会場を移しています

がすっかり定着した

感じです。人気の「こ

どもラン」は 10：30

から幼児～小学生

450 人、保護者を合

わせて約 700人という賑わいぶりで盛り上がりました。12：

10からは本競技。49チーム、ランナーと伴走者で約 300人、

ボランティアとスタッフ 170人、応援の方々を入れると合計

約 1500人の来場者でした。第1回チャリティランが始まって

から、歴代の実行委員長は東京北クラブの加瀬さんに始まり、

村杉さん、磯部、そして村杉さんが務めてきました。昨年ま

で会場内を飛びまわっていた実行委員長村杉克己さんのお姿

が見えないのは、何ともさびしい想いです。 

 

『 関東東部部会報告 』       村杉一榮会員 

９月２９日（土）関東東部部会がありました 

出席者はワイズの他 学Ｙ・都市Ｙ・教会・ＹＭＣＡ職員等

の若者が参加し９０名ほどが集う会でした 

ユースの代表者や教会の若者がパネラーのディスカッション 

その後グループに分かれての話し合いの時がもたれ いつも

の部会とは違う新鮮な会合でした。懇親会もグループごとに

なり話の続きをしたり ２時の礼拝から６時半まで「良いも

のを見つけ つなげてよくなろう」のテーマにそった集まり

でした。出席者  磯部 幸子 神谷 菅谷 村杉 

 

＊＊ 興望館便り ＊＊＊＊＊＊＊五十嵐 美奈さん＊＊＊ 

 興望館デーにいらしてください！！  

秋の行事が始まりました。10月 6日は晴天のもと、プレイデ

ー(運動会)が行われ、子どもたちだけでなく、保護者も職員

も身体を動かし、健康に感謝する 1日となりました。興望館

の行事は、乳幼児、小中高生、大学生、保護者、年輩者、職

員が一緒に時間を過ごします。協働を通じて生まれる人の輪

は私たちの想像を超えて拡がっていきます。11月 11日は興

望館デー。村杉後援会会長時代に発展し、今年も実行委員会

が開催され準備が進んでいます。どうぞおいでください！ 

 

 † † 清泉 YMCA便り † † † †3年  髙山由梨佳さん † †  

 9月 7日(金)〜10日(月)に、全国学生 YMCA夏期ゼミナール

が YMCA東山荘にて行われました。清泉 YMCAからは、私を含

め 7名が参加しました。 今回は「食・農」を通して、自己の

立場や帰属性について考えました。 全国の学生やシニアの

方々と意見を共有する中で、互いの考えが大きく異なること

は何度もありました。しかし夏期ゼミでの話し合いは、その

違いも認め合い、自分の中に取り込める、あたたかい空間で

した。 4日間を通して、食は人生と絶対に切り離すことので

きない大切なものであり、私たちのアイデンティティの構築

に深く関わっているのだと感じました。新たな気づきや発見

が多く、とても新鮮で濃密な時間を過ごせました。 またグル

ープワークや食事、フリータイムを通して、沢山の方々と交

流できたことが非常に嬉しかったです。人との出会いは素敵

なことだと、改めて感じました。 

 

YyYyYyYyYyYyYyYyYyＹＹＹＭＭＭＣＣＣＡＡＡニニニュュューーーススス   YyYyYyYyYyYyYyYyYyY   

１．9月 15日、恒例の「国際協力一斉街頭募金」を新宿駅周

辺で実施し、各部署から会員、ワイズメン、学生、メン

バー、スタッフなど、総勢 196名が集まり、街頭で募金

協力を呼びかけた。寄せられた 213,467円は、バングラ

デシュＹＭＣＡが運営する働く子どもたちの学校で学ぶ

児童など、現地の子どもたちの教育支援に用いる。 

２．今後の主な行事日程 

・第 35回会員ソフトボール大会 

10月 8日（出版健康保健組合大宮運動場） 

・第 20回ＳＴＴ（ソウル・台北・東京ＹＭＣＡ指導者協議会）  

10月 24日～26日（ソウルＹＭＣＡ） 

・ＹＭＣＡ・ＹＷＣＡ合同祈祷週礼拝  

11月 15日（東京ＹＷＣＡカフマンホール） 

  説教：野田沢牧師（学生キリスト教友愛会牧師・学校法

人東京ＹＭＣＡ学院評議員） 

・ＹＭＣＡキャンプ 100年記念シンポジウム 

 11月 17日～18日（山中湖センター） 

・第 20回日本ＹＭＣＡ大会  

11月 23日～25日 （日本ＹＭＣＡ同盟東山荘） 

・西日本豪雨災害復興支援チャリティーゴルフ  

12月 5日（レイクウッド総成カントリークラブ） 

（小松康広担当主事） 

yYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYYyYyY 


