
■ 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                 

 

  ２０１８年  9月 №４５3 

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  ヤコブの手紙 ２章 １７節 

『 信仰もこれと同様です。行いが伴わないなら、信仰はそれだけでは死んだものです。 』  金 秀男会員 選  

                                                                                                                                                                                                                  

第 570回 納涼例会プログラム  

日  時：  2018年 9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: 村杉一榮 

   卓話「 AIの話 」 

    松島 良樹会員  

ハッピーバースデー 

18日 松島 美恵子 24日 金 聖愛  28日 小松 康広   

   ウエディングアニバーサリー   

9日 山根一毅・明都 

『9月 役員会報告』 

日時：2018年９月５日（水）18:30～19:30 

場所：神谷バー 

１． 第一例会プログラム 

①第570回2018年 9月19日（水）《ユース》 

  卓話予定 松島良樹会員 卓題「AIの話」 

②第571回2018年10月17日（水）《EMC/E・YES》 

  興望館を会場に実施することを調整中  

③第572回2018年11月21日（水）《ワイズ理解》 

  金会員もしくは辰馬会員に卓話をお願いする。 

④第572回2018年12月19日（水） 

  クリスマス例会 

  浅草教会にて礼拝の後、「kinukawa」にて会食 

⑤その他 

  チャリティーラン 参加者（磯部・幸子・松島・神谷） 

  興望館 100周年について検討中 

  親睦会で外に出掛けたい（牛久シャトー？）。 

 

8月納涼例会報告             山根一毅会員 

夏の恒例行事となっている 8月の納涼例会。今年は村杉克己

メンが神様のそばに旅立たれてこれまでとは違う納涼例会に

なりましたが、村杉メンがきっと天国から画策くださったの

でしょう、久しぶりにかつてのメンバーの方々も複数参加さ

れて、少し賑わいを取り戻した例会となりました。お一人は

私たちの自慢の建築家で浅草寺のトイレの生みの親の有里さ

ん。現在は地元のNPOでもご活躍で、ワイズスピリットは

いまだ衰えずという印象でした。（ぜひ東京北クラブにも戻

ってきていただきたい！） そしてもうひと方は浅草メトロ

通りの主（ぬし）羽田さん。東日本大震災、スカイツリー、

インバウン

ドと浅草で

ご商売をさ

れている

方々にとっ

ては想定外

が続いてき

たことを振

り返りつつ、

「次の想定

外は東京クラブに復活すること・・・」と何気なくほのめか

してくださったのは、クラブメンバーにとっては大いに嬉し

い想定外？の発言でした。そして、広義会員として戻ってき

てくださった小仁さん、普段は兵庫県におられて、1年の4

分の１は東京に戻ってこられるということですから、ぜひぜ

ひ日程を合わせてこれからも例会に参加をしていただければ

と期待しています。今年の夏は一際厳しい夏となりました。

一年ごとに確実に年齢を重ねていくメンバーですが、このよ

うにして皆が集り続けることができることに感謝をします。

村杉さんの思いを受け継ぎ、皆で支え合いながらワイズ活動

を続けていきましょう。 

8月在籍者  8月出席者   8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   11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 

           

100％ 

   メイクアップ 

名  

   月修正出席率 

            ％ 

8月分 

 切 手    75ｇ 

 現 金 9,700円 

本年度累計 

 切 手     75ｇ 

 現 金 24,300円 

 8月分 

         20,000 円 

    本年度累計 

       32,000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                       

東京YMCA「夏まつり」報告       村杉一榮会員 

8月 25日（土）猛暑

のなか賑やかに恒例

となりました夏ま 

つりが行われ、今年

は会場が少しコンパ

クトになりましたが

元気にいつものクラ

ブがそれぞれの得意

わざで出店。北クラ

ブは生ビールとソフ

トドリンク担当。清

泉Yの大倉さん・角

谷さん、にほんご学

院学生さんの強力な

助っ人で、私達は後

ろで座って食べて売

り上げ貢献。今年は

松島さんが飲む人担

当で、山根さんはバ

ンドで盛り上げ頑張

ってくれました。 

参加者：磯部、神谷、

小松、菅谷、辰馬、

松島、山根、村杉 

随筆                  金秀男会員 

朝鮮半島での緊張が声高に叫ばれていた昨年から一転、今

年は平昌オリンピック、4月27日の韓国と北朝鮮の南北首脳

会談、それに続く6月12日の初の米朝首脳会談開催を受け、

世界中が危惧していた軍事衝突、戦争の危機が一先ず回避さ

れたことに安堵しています。1945年 8月15日、日本の敗戦

により植民地支配から解放され独立への道を歩もうとする中、

米ソ東西冷戦の激化に伴い朝鮮半島は南北に分断されました。

その後 1950 年 6 月に勃発した朝鮮戦争によって、多くの犠

牲者を生み出し半島全体が廃墟と化す中、開戦3年後ようや

く休戦に至り、第二次世界大戦後の唯一残されている分断国

家として、自由往来どころか、一千万人とも言われる離散家

族を生み、今なお軍事境界線で武力対峙しているのが現状で

す。東アジア地域の平和のみならず、世界の平和を考える上

で、いまだに戦火の絶えない中東パレスティナと共に、朝鮮

半島の緊張緩和が欠かせません。現在の不安な休戦状態から

朝鮮戦争終結実現に向けた平和づくりへの歩みが、武力や戦

争ではなく、今後も出会いと対話をはじめ、あくまでも平和

的な手段で進められるよう、わたしたちもこの流れを心から

歓迎し、祈りを合わせると共に、何かしら寄与できればと願

います。『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。（マタイ5：9）』 

＊＊＊＊ 興望館便り ＊＊＊＊＊ 萱村 竜馬＊＊＊＊ 

 興望館ホール七変化 

夏のおわりに興望館ホールは大活躍です。年輩者のお食事会、

保育園見学の説明会、学童さん＆大学生による保育園児おも

てなし夏祭り、キャンプリーダーの集い、地元町会への貸館。

興望館の体育館は建てられてもうすぐ５０年。当初青少年館

と名付けられ、地域の青少年に健全な活動の場を提供するこ

とが目的でした。旧職員の藤野泉先生はそれぞれのプログラ

ムを興望館の目標にどう密着させるかが課題だと書き残して

います。どこまでも続く道を一歩一歩進んでいきたいと思い

ます。                   

 † † 清泉 YMCA便り † † † † † † † † † † † † † 

1年 大倉由琳・角谷知美 

私達は、8/25(日)の東京 YMCA東陽町センターの夏祭りで、主

にドリンクの販売をお手伝いさせていただきました。夏祭り

には、地域の方々が多く来てくれました。特に家族連れが多

く、賑わっていました。私達も、子供たちの楽しそうな様子

を見て、微笑ましくなりました。今回、初めてのボランティ

ア参加でしたが、一緒にやって下さる方々がとても優しく、

親切に教えてくれたので、安心してできました。また、ベト

ナムから来た留学生の方とお互いの国の言葉を教え合ったり

と、異文化交流もできました。ボランティアを通して、普段

交流することのない、地域の人たちや留学生の方と交流がで

き、私達にとって良い経験になりました。 

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

１．全国ＹＭＣＡが協力し、西日本豪雨災害被災者支援のた

め、2,500万円の目標額を掲げ募金活動を展開している。

募金を用いた支援活動として、広島ＹＭＣＡが主管とな

り、8月～9月に計 5回にわたり全国ＹＭＣＡからボラン

ティアを受け入れ、家屋の泥だしなどのワークを行なう。

また被災した小学生を対象としたリフレッシュキャンプ

も実施する。今後、中長期的な視野に立ち、支援活動を

継続していく予定。 

２．8月 25日、会員部主催による恒例の「夏まつり」が東陽

町センターを会場に開催された。会員やワイズメン、学

生、メンバー、スタッフ等が、模擬店やこどもコーナー、

被災地物品販売など、計 14のブースを担当し、またジャ

ズバンドの演奏や抽選会も催された。地域の子どもたち

やＹＭＣＡ関係者が集い、楽しく交流がはかられた。益

金は会員活動のために用いられる。 

４．今後の行事日程 

  ・国際協力一斉街頭募金  9月 15日（新宿駅周辺） 

  ・第 32回インターナショナル・チャリティーラン   

9月 23日（都立木場公園） 

  ・高等学院チャリティーコンサート  

9月 28日（日本基督教団霊南坂教会） 

      出演：飯靖子氏（オルガン）・飯顕氏（ヴィオラ） 

  ・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） 

  ・第 20回日本ＹＭＣＡ大会  

11月 23日～25日 （日本ＹＭＣＡ同盟東山荘） 

（小松康広担当主事） 

yYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYYyYyYyYy 


