
■ 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  5月 №461 

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  ローマ人への手紙  5章 3,4節                   

『 わたしたちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は練達を、練達は希望を生むということを』  金 秀男会員 選  

                                                                                                                                                                                           

第 578回 5月例会プログラム《EF/JEF》  

日 時 2019年 5月 15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 辰馬行男会員 

  卓話「YMCAブランディングの展開」 

  東京 YMCAチャイルドケア部門統括   秋田正人氏              

 

ハッピーバースデイ 

7日 辰馬行男  30日 山根好陽 

 

『東京北クラブ報告』 

１．第一例会プログラム 予定 

 ①第 579回 2019年 6月 19日（水）（評価） 

  会員評議会「今年度の（評価）総括」新旧役員引継ぎ式 

 ②第 580回 2019年 7月 17日（水）（キックオフ・Yサ・ASF） 

  卓話「未定」 

２．報告及び協議事項 

 ①4月 20日（土）13:30～東陽町センター1階 YMホール 

  「第 3回関東東部評議会」報告     裏面に掲載 

 ②4月 21日（日）清泉女子大学ガーデンパーティー 

   活動内容の展示及びたこ焼き販売   裏面に掲載 

 ③興望館 100周年記念礼拝・式典および祝会 

  2019年 5月 18日（土）  礼拝 10時 30分～11時 

式典 11時 10分～13時、祝会 13時 15分～15時 

                                多数のご参加を 

 ④久しぶりの親睦下町探索を 6月中旬に予定 

  上野公園界隈を散策（東京藝術大学付近）日にちは未定 

 ⑤第17回東京YMCA会員大会 山手コミュニティーセンター 

     5月 25日（土）13：00～16：00    会費 2,000円 

 ⑥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 

  出席者：磯部･幸子、神谷、小松、辰馬、松島、村杉､山根｡ 

『第 577回 4月例会報告』     金 秀男会員 

日時：2019年 4月 17日（水）18：30～20：30 

場所：日本キリスト教団浅草教会 集会室 

磯部会長の開

会点鐘で定刻

に開始。ワイ

ズソング、聖

書と祈りに続

き、楽しく語

らいながらの

お食事タイム

のあとは、和洋の豪華デザート、お土産差し入れの＜もちど

ら＞と＜ベルギーチョコ＞をつまみながらの「ニコニコ」ア

ワー。年相応のうんちく経験談に短いスピーチの中にもその

人らしさが出て思わず笑いそうになるのを我慢。本日のゲス

トスピーカーは、認定 NPO 法人難民支援協会の鶴木由美子

さん。そもそも難民とは？に始まり、パワーポイントを用い

て、熱く訴えかける鶴木さんのプレゼンに、世界で7千万人

を超えるという難民が置かれている悲惨な現状について、そ

して鶴木さんをはじめ協会が取り組んでいる支援活動につい

て多くの学びと刺激を受ける。制度、法の不備、欠陥があり、

根本的な解決には、政治を変える、法律を変えることを要す

るので、志のある政治家を育て選出していかなければならな

いとの訴えに納得。清泉YMCA報告、YMCAニュースと続

き、ハッピーアニバーサリーの祝歌と一言、ニコニコ発表、

一同起立してＹＭＣＡの歌斉唱後、金副会長の閉会点鐘で 4

月例会めでたく終了！ 

出席者：磯部・幸子、神谷、金、小松、篠澤 、菅谷、辰馬､  

    松島、村杉、山根。 

ゲスト：鶴木由美子 

清泉 YMCA：守屋未来(3年)、露崎和奏（2年） 

 

4月在籍者  4月出席者   4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    0名 

ゲスト    3名 

 合    計 14名 

           

100％ 

   メイクアップ 

名  

   月修正出席率 

            ％ 

4月分 

 切 手    0ｇ 

 現 金 6,200円 

本年度累計 

 切 手    419ｇ 

 現 金 70,560円 

 4月分 

          10,000 円 

    本年度累計 

       99,380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                       

「清泉女子大学ガーデンパーティー報告」 松島良樹会員 

４月２１日（日）の午後、清泉女子大学ガーデンパーティー

に辰馬会員と二人で参加しました。当日は、快晴で気温も高

く絶好のパーティー日和でした。清泉 YMCAの展示会場には、

ここ数年の日韓交流、国際交流プログラム、農業体験等の活

動報告が並べられ、片隅では部員が全員で販売するたこ焼き

造りに精をだしていました。展示室の入り口には、たこ焼き

を求める人が並んでいて順番に出来上がったたこ焼きを買い

求め、展示室の中にはそれを食べる事ができるコーナーが設

けられていました。合間を見て部員全員と記念撮影をしまし

た。その後代表の守谷さんより、今年は１０名以上が入部す

る予定との説明を受け嬉しく感じました。やはり部員が少な

いと活動が活発にならないので、守谷さんは大変喜んでいま

した。前代表の高山さんは、４年になって就活が大変ですと

の話をしてくれました。午後２時前に展示会場をあとにし、

本館の前にある庭園に移動しました。そこではつつじが満開

で白、赤、ピンクととても華やかでした。また芝生の中に天

幕が建てられ、鹿児島の新茶が飲める出店があり、たくさん

の人が新茶を楽しんでいました。庭園を散策後、清泉女子大

学を後にしました。 

 

 

 

 

 

 

 

「第 3回 関東東部 評議会報告」   磯部成文会長 

日時：2019年 4月 20日（土）13：30～17：00 

場所：東京 YMCA 東陽町コミュニティセンター 

衣笠輝夫部長より“良いものを見つけよう・つなげて、よ

くなろう”を部長主題にして、10クラブが「YMCAを支える」

の基本的立ち位置を認識して主体的に活動することで、YMC

共々生き生きとした 1年間であったとの報告があった。次に

地域奉仕・YMCAサービス、会員増強、国際・交流、ユース、

ワイズメネットの各事業活動について主査から報告があり、

その後 10クラブの会長から活動状況が報告された。以上の発

表について参加者が活発に意見交換を行った。 

後半は議案書にもとづき、部の会計予算、2018-2019会計

決算、会計監査報告が議論され、承認された。また、次々期

関東東部部長に東京グリーンクラブの柿沼敬喜氏、次期部長

に東京ひがしクラブの金丸満雄氏はじめ役員が承認された。 

出席者：会長・磯部成文 書記・村杉一榮 

＊＊ 興望館便り ＊＊＊＊＊＊ ＊後藤敬一さん＊＊＊ 

 親御さんとの恊働 

 大型連休の初日、保育園の保護者であるお父さん３名がボ

ランティア活動を行ってくれました。半年以上前からの「ボ

ランティアで保育園の役に立ちたい」との申し出が実現しま

した。私たち職員も保護者の方と共にできることを探してい

ました。前日の雨天により一部作業を変更しましたが、園庭

のコンパン（複合遊具）の整備やエアコン清掃を行いました。

子どものためにという共通の目標。「忍者のように目立たな

い地味な活動を」参加したお父さんの言葉でした。 

保育園５歳児担任 後藤敬一 

† † 清泉 YMCA便り † † † † 3年 安元  風子さん† † 

4月 21日、清泉女子大学の毎年恒例行事であるガーデンパー

ティが行われました。その日は天気がとても良かったことも

あり、新入生はもちろん、一般のお客さんも沢山来場して下

さいました。私たちはこの日、たこ焼きを販売しました。い

ざ販売を開始すると、予想以上のお客さんが私たちのブース

に来てくださり、いつのまにか皆が真剣な顔で、喋ることを

忘れて黙々とたこ焼きを作るようになっていました。最終的

には終了時間3時間前に完売し、たこ焼きを食べた1年生の

多くが、清泉 YMCA への入部を決めてくれました！この日

に既存メンバーの仲が深まったのはもちろん、新たな出会い

や繋がりを増やすことができ、清泉 YMCA の一員として活

動することの楽しさを再確認することができました。来年の

催し物も大盛況になることを願っています。 

 

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

1．4月11日、「第29回東京ＹＭＣＡチャリティーゴルフ

大会」を千葉県成田市のＰＧＭ総成ゴルフクラブで開

催し、127名が参加した。支援金 516,000円はフレン

ドシップファンド（経済的困難を抱える家庭の子ども

たち支援）や、障がい児及び不登校児支援活動のため

に用いる。 

2．4月13日、「第23回高石ともやバングラデシュ奨学基

金チャリティーコンサート」が日本基督教団浅草教会

で開催され、約100人が来場した。当日は松本数実氏

（国際統括）から来場者に感謝が述べられ、バングラ

デシュ子ども教育支援について報告をした。東京ＹＭ

ＣＡが支援をしているバングラデシュＹＭＣＡの学

校で学ぶ子どもたちの奨学金として、コンサート益金

から15万円をご寄付いただいた。 

3．今後の主な行事予定 

 ・第17回会員大会 5月 25日（山手センター） 

・第22回会員芸術祭  6月22日（オープニング） 

6月 24日～29日（会期）（東陽町センター） 

 ・ＹＭＣＡ保育園ねがい開所式  

6月 29日（保育園ねがい） 

 ・第20回アジア・太平洋ＹＭＣＡ大会  

8月 31日～9月 2日（東山荘） 

               （小松康広担当主事） 

yYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYYyYyY 


