
■ 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                 

 

  ２０１9年  2月 №４５8 

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  ヨハネによる福音書  16章 33節                   

『 あなたがたには世で苦難がある。しかし、勇気を出しなさい。わたしは既に世に勝っている。 』  金 秀男会員 選  

                                                                                                                                                                                           

第 575回 2月例会プログラム《TOF》  

日 時 2019年 2月 20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 松島良樹 

  卓話「2018年清泉 YMCA活動報告」 

   守屋未来さん・安元風子さん（2年） 

   綾部このみさん・露崎和奏さん（1年） 

 

ハッピーバースデイ 

22日 山根明都 24日磯部幸子 

『役員会報告 2月 6日(水)18：30～19：30』場所：神谷バー 

１．第一例会プログラム 予定 

 ①576回 2019年 3月 20日（水）（BF／メネット） 

   卓話「ヨーガ教室」         村杉一榮会員 

 ②577回 2019年 4月 17日（水）（LT） 

  卓話・卓題 「未定」 

２．報告及び協議事項 

①「在京ワイズ合同新年会」報告     裏面に掲載 

会場：京王プラザホテル八王子 2階「ル クレール」  

 ②2月 23日（土）陽春の集い 東陽町センター12：00～ 

  東京北クラブはお茶を担当  AM11：30集合 

                 磯部、辰馬参加予定 

 ③興望館 100周年記念落語会 10月 26日（土） 

               柳家小里ん師匠で調整 

 ④来期 2019年 7月～例会を第 3火曜日、開会を 1時～ 

  にすることを検討中 

 ⑤第 22回東日本区大会 2019年 6月 1日（土）～2日(日) 

  会場：国立オリンピック記念青少年総合センター 

    ホストクラブ：東京サンライズクラブ 

   協力クラブ：あずさ部各クラブ  登録費：13,000円 

  出席者：磯部・幸子・神谷・村杉・辰馬・松島・小松 

『第 574回 1月例会報告』      磯部成文会長 

日時：2018年 1月 16日（水）18：30～20：30 

場所：日本キリスト教団浅草教会 集会室 

次期は東京北クラブ設立 40

周年の節目の期となります。

本日の主たる議題は次期にむ

けての会員協議。まずは次期

会長を選出することから始ま

り、現在副会長の金 秀男さん

が次期会長を、副会長に松島

良樹さん、書記村杉一榮さん、会計磯部幸子さんが選出されて 4 役

員が決まりました。その他の役割はおおむね今期と同じメンバーが

担当することになりました。次期会長となった金 秀男さんを中心に、

クラブの運営について新たな提案が次々に出されました。例会日に

ついては、清泉YMCAのことを考慮しつつ、浅草教会の都合をお聞き

して、また本日欠席の会員の意向を反映して「毎月第 3 火曜日の午

後 1時から 3時」に変わる案がまとまりました。東京北クラブにと

っては、かつて、例会場がビューホテルから浅草教会に、例会日が

木曜から水曜日になったことに次ぐ変わりようです。次なる議題は、

長年つながりがある興望館が今年100周年をむかえるにあたり、「興

望館 100 周年記念落語会」と銘打って東京北クラブと東京むかでク

ラブが協賛することが以前から進行していて、10月に実施すること

になりました。振り返ってみれば、東京北クラブ設立後にクラブの

地域奉仕活動として墨田区にある社会福祉法人興望館で落語会を開

催してきました。落語家こ里ん師匠の協力を得て、興望館周辺のお

年寄りをお招きして落語会を数年行いました。落語会はその後、興

望館「お食事友の会」として発展、今日では毎週第 3 木曜日のお昼

に地域のお年寄りが約70人集まって楽しいお食事の会が行われてい

ます。本日の例会は、一榮さんの司会によって、いつも通り開会点

鐘、ワイズソング、聖書・お祈り、楽しい食事、ニコニコ一言、YMCA

ニュース、ハッピーバースディ、YMCAの歌、閉会点鐘が行われまし

た。出席者：磯部・幸子､ 神谷､ 金､ 篠澤 ､辰馬､ 松島、 村杉 ｡ 

1月在籍者  1月出席者   1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   8名 

 メネット    0名 

 コメット    0名 

ビジター    0名 

ゲスト    0名 

 合    計 8名 

           73％ 

   メイクアップ 

名  

   月修正出席率 

            ％ 

1月分 

 切 手   120ｇ 

 現 金 7,560円 

本年度累計 

 切 手    409ｇ 

 現 金 52,760円 

 1月分 

          8,000 円 

    本年度累計 

       69,270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                       

「関東東部女子会」        村杉一榮会員 

12月 5日（水）神谷バーにて関東東部の女子会が有りまし 

た。東日本区メネットのつどいでお会いした時、青木関東 

東部メネット主査の提案でメネット会がなくなっているの 

で女子会ということで集まりませんかと第一回が行われま 

した。千葉、東京江東、東京グリーン、東京北、と 7名が 

集まり、昔話が多く、未来への話はでませんでしたが、ま 

ず仙台で行われる来年 7月のアジア大会に向けて折鶴を作 

りましょうと折紙を託されました。 

「在京ワイズ合同新年会に参加して」   松島良樹会員  

2019年 1

月 5日（土）

午後 12 時

半より、頭

書新年会は、

京王プラザ

ホテル八王

子で開催さ

れ、北クラ

ブよりは、辰馬、松島両会員が参加した。参加者は、関東東

部、東新部、あずさ部以外にビジタークラブを含め総勢 142

名の多きにのぼった。第一部は、礼拝で、全員で賛美歌を斉

唱の後の恵泉女学園大学の宇野牧師のメッセージが感動的で

あった。礼拝での全員の献金は、東日本大震災の復興支援の

為、東日本区理事に手渡された。 

第二部は、全員でワイズソング斉唱の後、東京ＹＭＣＡ総主

事及び在日韓国ＹＭＣＡ総務による祝辞その後、本日のアト

ラクションとして紙芝居使せんべいさんの紙芝居が、自転車

に乗って登場、出し物として”黄金バット“が演じられ、子

供の頃に飴玉をしゃぶりながら見た空き地で行なわれていた

紙芝居を思い出し、大変懐かしく感じました。 

第三部は、食事・懇親会で東日本区理事の乾杯のあと立食と 

なりましたが、142 名の参加で、会場は少し狭く、込み合っ

た状態で食事を取るのに苦労しましたが、顔見知りの会員と

楽しい会話をすることが出来ました。 

尚、北クラブの両名は、懇親会終了前に退席しました。 

親睦  「新春浅草歌舞伎鑑賞」    辰馬行男会員 

1月 22日（火）浅草

公会堂で第 1 部 11

時開演の花形歌舞伎

を例年通り観劇しま

した。1、戻駕色相肩

では浪速の治郎作

（実は石川五右衛）

を中村歌昇、吾妻の

与四郎（実は真柴久

吉）を中村種之介、兄弟による駕籠かきの長閑な舞踏劇。桜

の花と菜の花が咲き乱れる踊りはお正月らしく和みました。 

2、源平布引滝 義賢最期は寛延 2年の人形浄瑠璃で仮名手本 

忠臣蔵のあくる年の作で、作者は同じ並木千柳と三好松洛で

す。尾上松也の義賢の大立廻りが見どころの義太夫狂言でし

た。3、芋堀長者は大正 7年に岡村柿紅作で 7世坂東三津五郎

が演じました。今回は坂東巳之助が演じ他に坂東新悟、中村

橋之助、今年初めて中村屋から中村鶴松が出演し狂言のよう

な作風で滑稽さが見所でした。平成 20年に浅草歌舞伎を見始

めたころは、市川亀治郎、片岡愛之助、中村獅童、中村勘太

郎、中村七之助、でしたが大きく替り新しい役者が出て来る

のは、楽しみです。 参加者：磯部幸子、神谷、辰馬、村杉。 

＊＊ 興望館便り ＊＊＊＊＊＊＊五十嵐美奈さん＊＊＊ 

興望館のはじまり        

１９１９年１月２９日、YMCA名誉幹事 J.M.デビスによる

「東京市における生活状況の調査報告」についての講演を基

督教婦人矯風会外人部会の宣教師たち３９名が聞きます。記

録には「５歳までの幼児死亡率が子ども３人に１人という状

況をありありと伝えた」とあります。心を痛めた会員たちは

４月には事業化のための組織を編成します。この頃には支援

者が７５名となりました。そして最初に取り組んだ事業が幼

稚園の午前保育でした。２０１９年は様々な行事を通じて興

望館１００年の感謝を共有したいと思います。 

† † 清泉 YMCA便り † † † † 2年守谷未来 さん † † 

春休みに入る前の 1月に代交替をしてから初めてのミーティ

ングを行いました。そこではこれからについてや、清泉 Yと

して活動する上での決まりなどを話し伝えました。清泉 YMCA

のみんなの前で話すのはプログラム報告以来だったのでどの

ようなテンションで話したら良いか分からず、てんやわんや

でしたが、四月からまた本格的に始動する清泉 YMCAを今まで

よりも更に盛り上げてゆけるよう、人との繋がりを大事にし

ながら尽力して参りたいです。 

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

１．12月 12日、「3法人合同クリスマス礼拝・祝会」及び「同

盟表彰伝達式」をキリスト教視聴覚センター（ＡＶＡＣ

Ｏ）にて開催し、役員、運営委員、表彰者、職員など計

41名が出席した。古賀博牧師（日本基督教団早稲田教会）

の説教によるクリスマス礼拝に続き、第 2部では 2018

年度の日本ＹＭＣＡ同盟表彰を受けられた皆さん（特別

功労賞 1名、青少年奉仕賞 5名、50年継続会員賞 7名、

25年継続会員賞20名、25年勤続者賞10名）が紹介され、

出席者には日本ＹＭＣＡ同盟会長の笈川光郎氏より賞状

と記念品が贈られた。続く第3部では懇親の時を持ち、

各受賞者からＹＭＣＡとの関わりや思い出などが語られ

た。 

２．1月 19日、第 13回子育て講演会「子育てハッピートー

ク」がしののめ子ども園を会場に開催された。河村都氏

（オフィスカワムラ代表）を講師に迎え、『「輝く瞬間」

最初に気付くのはママ」』と題して講演をいただいた。

当日は子育て中の保護者を中心に 63名が参加し、楽しく

子育てしながら子どもの感性を育てるための示唆に富む

メッセージをいただいた。講演後には活発な質疑応答も

あり、好評であった。 

３．今後の主な行事日程 

  ・高等学院主催「ピンクシャツデー 弁護士による 

特別公開授業」 2月 27日（本部事務局） 

  ・libyチャリティーコンサート 

 3月 2日（日本基督教団阿佐ヶ谷教会） 

      出演：越智光輝さんと愉快な仲間たち 

  ・東京ＹＭＣＡ発達支援研究所主催「田中哲氏講演会」 

3月 2日（西東京センター） 

  ・職員就業礼拝 4月 1日（東陽町センター） 

  ・第 29回チャリティーゴルフ大会 

 4月 11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 


