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  ２０１８年  １１月 №４５５ 

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  コリントの信徒への手紙Ⅰ ３章 ９節                   金 秀男会員 選 

『 わたしたちは神のために力を合わせて働くものであり、あなたがたは神の畑、神の建物なのです。 』    

                                                                                                                                                                                                                  

第 572回 １１月例会プログラム  

日  時：  2018年 11月 21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 

     「スケッチ教室」 菅谷 功会員 

     ハッピーバースデー 

   9日 菅谷 功・松島良樹、15日 神谷邦子 

『 11月 役員会報告 』 

日時：2018年 11月 7日（水）18:30～20:30 

場所：神谷バー 

出席者：磯部・幸子・松島・村杉・辰馬・小松 

１．第一例会プログラム 

 ①第572回 2018年 11月 21日（水）18:30～ 浅草教会 

卓話 菅谷 功会員 「スケッチ教室」予定 

 ②第573回 2018年12月 19日（水） 

  浅草教会および「KINUKAWA」 

  1部 クリスマス礼拝  2部 クリスマス祝会 

２．報告及び協議事項 

①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 

②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 

 11月 9日（金）第 1回 実行委員会  小松出席 

 

 『 第 571回 10月例会報告 』     磯部幸子会員 

日時：2018年 10月 17日（水）18：30～20：30 

場所：興望館 集会ホール 

毎年恒例と

なっている

興望館での

例会が一榮

さんの司会

で始められ

た。興望館

のスタッフ

の皆さんがランチョンマット、お食事を準備してくださって

いた。開会点鐘、ワイズソング、聖書、お祈り、片倉さん手

作りの暖かいカレーを美味しくいただきながらのニコニコ：

一榮さんはお母さんと関わって元気。幸子胃カメラ、大腸カ

メラの検査をして元気。神谷さんは病院通いでよく転ぶが水

泳をして元気。小松さんはチャリティランの話。山根さんお

嬢さんは目白大学で子供たちと関わった仕事がしたい。篠澤

さんは中央大学の学Yを立ち上げたこと。松島さんは興望館

へ 8年ぶりにきてチョコバナナのやり方のはなし。金秀男さ

ん退任後、大阪の自宅の台風、地震の始末で忙しい。人に会

うことで美味しい食事がいただける。磯部成文、齊藤實さん

が館長の時代から監事を続けている。興望館は墨田区で一番

の保育園。菅谷さん浅草教会と間違えて、遅れて到着、KYB

耐震の話。卓話に入る前に、興望館創立100周年記念募金 10

万円を東京北クラブとして寄付、野原館長にお渡ししました。 

10月在籍者  10月出席者   10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   10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 

           91％ 

   メイクアップ 

名  

   月修正出席率 

            ％ 

10月分 

 切 手   30ｇ 

 現 金 1,000円 

本年度累計 

 切 手    289ｇ 

 現 金 33,600円 

 10月分 

         9,720 円 

    本年度累計 

       50,720円 
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本日の卓話は、保育部北川奈々さん、3歳児担当、地域活

動部内海健太郎さん、小柳有起子さん。小学校1～6年放課

後の生活、子どもの自主性、社会性を育むグループ活動や遊

びへの積極的な取り組み、野球、製作、オセロ、和室でごろ

んの時間、集団遊び、学童クラブに集まり、みんなで遊ぶ時

間にする。どんなことをしてくれるの？話を聞いて気持を受

けいれる大学生リーダーお兄さん、お姉さんの存在。児童育

成財団JUMP=JAMスポーツと自由な遊びの融合運動を楽

しむプログラムなど子供たちのことをよく考えた活動につい

てスクリーンを見ながらお話いただきました。卓話者、スタ

ッフのみなさんありがとうございました。 

出席者：磯部・幸子、 神谷、 金、 篠澤、 菅谷、 松島 

 村杉、 山根、小松、 清泉 YMCA（高山・中山） 

 

随筆『 最近考えること 』     松島良樹会員 

小生今月の 9 日に満 78 歳になりました。父親は、満 77

歳の半ばで亡くなりましたので、親父より長生きしたこと

になります。これまでの人生は、長かった訳ですが小生の

印象ではあっという間の出来事でした。幸い健康にも恵ま

れ病気らしい病気もせずに現在に至っています。これから

の人生どう生きるか？現在、介護関係の仕事をしており、

それが昨年度より黒字基調になったので、定着するまで後

一年はつづけたいと思っています。その後先ず最初に終活

をやり、お墓のことも含め小生の死後悔いの無い様にした

い。大学時代から続けてきた筋肉トレーニングは、今では

習慣になっており、やらないと気になるので続けるでしょ

う。その外となると、先ず明治以降の作家の文学作品を読

んでみたい。高校時代にかなり読破していたのでその続き

をやりたい。それから昭和時代の時代劇の映画を、出来れ

ば映画館で鑑賞したい。黒澤明監督の“7人の侍”、“用心

棒”、高倉健主演の任侠物等がいいですね。昔映画館で、

嵐寛寿郎の鞍馬天狗を見た時、鞍馬天狗が馬に乗って走っ

てくると拍手をしていた観客を懐かしく思い出しますの

で。気休めには、小生の自宅の近くの鎌倉、横須賀等の散

策をしてみたい。いずれもたいした望みではありませんが、

そんなことをしている内に冥途からのお迎えが来るので

はないかと考える今日この頃です。 

＊＊ 興望館便り ＊＊＊＊＊＊＊萱村竜馬さん＊＊＊ 

興望館デイの一面 

11月 11日（日）晴天に恵まれ興望館デイが開催されました。

軽井沢にある沓掛学荘の子どもや卒業生も集まりそれぞれの

特技を生かしてくれました。18歳になると社会での自活がス

タートする彼ら。人や社会を信じることの難しさ、漠然とし

た不安、成長モデルの不在、金銭面など苦労が絶えません。

いろいろな支えが彼らには必要です。つながり合い、なにが

なくても立ち寄ることができる場所でありたい。今年も書き

きれないエピソードが生まれた一日。多くの方々のご協力に

心より感謝申し上げます。 

 

 † † 清泉 YMCA便り † † † † ３年 本條 葉月 さん † †  

10月 28、29日に清泉祭があり、私たちは活動の展示とジュ

ースの販売を行いました。天気にも恵まれ、2日間多くの方々

に清泉 YMCAのことを知ってもらえました。メンバーも 1年生

から 3年生まで、みんな協力をしてくれて、互いにコミュニ

ケーションを取る良い機会にもなりました。これから冬にか

けて、学生 YMCAに限らず様々な活動が準備されています。メ

ンバー各々が、いろんな活動に参加をしてくれることに、期

待したいです。 

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

１．10月 8日、「第 35回オール東京ＹＭＣＡ・近隣ＹＭＣＡ

会員ソフトボール大会」が開催され、各部のリーダー、

幼稚園児の保護者、専門学校の学生や留学生、職員ほか、

近隣のＹＭＣＡや賛助会企業からも参加があった。12チ

ーム 275名がスポーツを通じて交流を深めた。 

２． 西日本豪雨災害のボランティア報告会が 10月 17日に東

京ＹＭＣＡ本部会議室で開催され、管理職スタッフや会

員など、約 40名が参加した。広島ＹＭＣＡは安芸区のボ

ランティアセンターと協力して支援活動を行っているが、

東京ＹＭＣＡから 9月 10日～14日に派遣されたスタッ

フ 2名と 9月 24日～28日に派遣されたスタッフ 2名か

ら、いまだに困難な状況にある現地の様子や、家屋の泥

だしなどの作業の実際、ワークを通して感じたことなど

が報告された。引き続き全国ＹＭＣＡが協力して、2,500

万円を目標に募金活動を継続している。 

３．「第 20回ソウル・台北・東京ＹＭＣＡ指導者協議会」（Ｓ

ＴＴ）が、10月 24日～26日に、ソウルＹＭＣＡを会場

に開催された。東京ＹＭＣＡからは会員・職員計 8名が

参加し、ソウル、台北、東京の各ＹＭＣＡ合わせて約 40

名が集った。「北東アジアの平和と安定－ＹＭＣＡの役

割」のテーマのもと、基調講演、各ＹＭＣＡからの報告

等が持たれ、課題とアイデアが共有された。また最終日

にはソウルＹＭＣＡ115周年記念式典に出席した。 

４．今後の主な行事日程 

  ・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） 

  ・３法人合同クリスマス礼拝・祝会 

同盟表彰記念品伝達式 

 12月 12日（ＡＶＡＣＯ視聴覚センターチャペル） 

５．他団体の動き 

  ・とちぎＹＭＣＡ40周年記念式典 11月 17日 

  ・東京町田地域新ワイズメンズクラブ（仮称）設立総会 

11月 18日 

（小松康広担当主事） 

yYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYYyYyY 


