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Jennifer Jones（オーストラリア）国際会長主題： 

                      「Building today for a better tommorrow」［より良い明日のために今日を築く］ 

 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！］    

山田敏明(十勝)東日本区理事主題：「Innovation with courage,action with heart!」[勇気ある変革、愛ある行動！]   

               金丸満雄（東京ひがし） 関東東部部長主題：「“紡ぐ”」ワイズのこころ  

金 秀男 東京北クラブ会長主題：「大いなる挑戦―クラブ40周年に向けて」 

会長；金 秀男 副会長；松島良樹 書記；村杉一榮 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。』  小松康広担当主事 選   

                                                                                                                                      

第 581回 8月東京北・東京グリーン合同例会《CS》  

日 時 2019年 8月 21日(水) 18:00～20:00 

会 場 神谷バー3階 割烹神谷 

受 付 松島良樹会員 

     納涼例会（カジュアルな服装で） 

     プレゼント交換（1,000円位）を持参する 

       ハッピーバースデー 

    1日 小松 涼   7日 金 賢聖 

    7日 山根風馬   9日 磯部成文 

『東京北クラブ報告』 

１．第一例会プログラム 予定 

 ①第 582回 2019年 9月 17日（火）（ユース） 

   卓話「上野戦争、米国、銀座、小諸」 

                  YMCA史学会理事長   齊藤 實氏 

      関東東部部長 金丸満雄氏公式訪問（東京ひがし） 

 ②第 583回 2019年 10月 15日（火）（EMC/E/YES） 

    卓題「未定」 

２．報告及び協議事項 

 ①8月 21日第 3水曜日と時間の変更 

②8月 1日（木）14：00～「興望館落語会」の打ち合わせ 

 ③7月 13日（土）第 1回関東東部評議会報告 裏面に掲載 

  場所：YMCA東陽町センター 

 ④第 28回アジア太平洋地域大会報告    裏面に掲載 

  7月 19日（金）～21日（日）会場：仙台国際センター 

  参加者：神谷、辰馬、松島、村杉。 

 ⑤8月 24日（土）東京 YMCA夏まつり 11：30～15：30 

東京 YMCA東陽町センター   東京北クラブは例年 

通り生ビールとソフトドリンクの販売予定 

 ⑥9月 23日（月・祝）チャリティーラン 木場公園 

 ⑦10月 26日（土）14：00～16：00興望館 100周年記念 

「落語会」柳家小里んとその一門  

 

 

『第 580回 7月例会報告』       村杉一榮会員 

日時：2019年 7月 16日（火）13：00～15：00 

場所：日本

キリスト教

団浅草教会 

集会室 

新年度から

曜日も時間

も変更とな

り新しいス

タイルの例

会が始まりました。羽田さん有里さんが広義会員となってく

ださることとなり久しぶりに例会に出席してくださいました。

食事もしないのでお菓子を用意して楽しくと思っていたら小

仁さんからキックオフ例会だからとプレゼントがあり感謝で

す。いつもの様にニコニコを全員で楽しみ今日の卓話者は白

洋舎の五十嵐さんと親せきになったのでＹ‘s にいたことも

あるという佐伯氏で白洋舎からディズニーランドへオープン

２年目に入社し平成１５年まで働きオリエンタルランドのコ

ンセプトやコスチューム等のお話をたくさん伺い今はＹＭＣ

Ａ山中湖家族キャンプ、レザ－クラフト、テニス、映像等 多

くの趣味を持ちたくさんの人との出会いを楽しんでいるとの

こと 又、続きをしてほしいと思いました。 

出席者:磯部･幸子､神谷､金､小松､辰馬､松島､村杉。 

ゲスト：佐伯 紘、有里公徳、羽田眞治 

 

『関東東部第１回評議会報告』      金 秀 男会長 

去る 7月 13日、YMCA東陽町センターにおいて『関東東部第

１回評議会』が関東東部と所属の 10クラブ役員に、東日本区

メネット委員長を加え出席者25名で開催。開会式に続き金丸

関東東部部長、各事業主査の活動方針・計画が報告された後、 

各クラブ会長方針・計画報告の時間。各クラブとも厳しい状

7月在籍者  7月出席者   7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    3名 

 合    計 11名 

           73％ 

   メイクアップ 

名  

   月修正出席率 

            ％ 

7月分 

 切 手    0ｇ 

 現 金   0円 

本年度累計 

 切 手     0ｇ 

 現 金   0円 

 7月分 

          10,000 円 

    本年度累計 

       10,000円 
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況報告の中にも、すでに新年度目標新入会者の達成確定など 

の喜ばしい報告を聞きながら、いよいよ当クラブ報告の番。

存続の危機にあることから例会日時の変更、広義会員獲得を

通してクラブ活性化を図るという率直な報告。休憩後、提出

議案の部会計報告と予算案の審議、承認。その後持たれた懇

親会の席では親クラブのグリーンクラブをはじめ、懐かしい

面々と一献傾けながら旧交を温める楽しい時間。部長、次期

部長をはじめ多くの方々からの何とか継続をと祈りに近い要

請に、確答できず心の中で自問自答〈大いなる挑戦！〉。 

出席者：松島良樹、金 秀男 

 

『アジア太平洋地域大会に参加して』   松島良樹会員 

梅雨空の７月１９日（金）午後、アジア大会に参加する為、

仙台国際センターに辰馬、村杉、神谷の３会員と共に集合、

大会は各国からの参加者を含め約７００名、数々のプログラ

ムが目白押し

でした。特に

興味深かった

のは、村井宮

城県知事の

“大震災から

の復興と防災

の取り組み

“及び岡崎危

機管理研究所

代表の”あなたと子供を災害から守る方法“の講演でした。

夜の晩餐会では、冒頭にさとう宗幸のミニコンサートがあり、

懐かしい“青葉城恋歌”を聞く事ができました。二日目の朝

は、午前７時５０分に観光バスの出発点に集合、エクスカー

ションのコース（１）に参加、先ず青葉城址を見学、その後、

大震災で壊滅的な被害を被った海岸線の荒浜地区及び震災遺

構の荒浜小学校跡を訪れました。４階建ての荒浜小学校は、

周囲の全ての建造物が、大地震の後の大津波によって流され

た後もそのまま残り、３００名以上の人が屋上に逃げて助か

った由。（荒浜地区で

は約１９０名の方が死

亡）午後は荒浜地区同

様壊滅的な被害を被つ

た岩沼市を訪れました。

そこは大津波で全てが

流された跡地に、草木

を植え“千年希望の丘”

と呼ぶ海抜約１０メー

トル位の丘を１３個造

成していました。今後

又大きな地震が来た時

にはその丘に登れば助

かるとの事。大津波の被害の大きさは、“百聞は一見に如か

ず”今回現場を見て始めて実感出来ました。 

 

―会計より― 新年度の会費納入をお願いします。 

みずほ銀行千束町支店（せんぞくちょうしてん） 

普通預金 １７８１３０８ 東京北ワイズメンズクラブ 

年会費   ６０,０００円（半期３０,０００） 

夫婦会員  ４０,０００円 

広義会員  ２０,０００円              

＊ 興望館便り ＊＊＊＊＊＊＊五十嵐美奈さん＊＊＊＊ 

「ＫＯＢＯＫＡＮブログ」   
世間よりゆっくりＩＴ化を進める興望館。ブログ

(http://kobokan.cocolog-nifty.com/blog/)を立ち上げたの

は２０１７年１月。旬な情報をマメに発信しようということ

ではじめたものの、滞りがち。でも夏は更新の多い季節です。

というのもキャンプ中はプログラムの様子からバスの運行状

況まで、保護者との連絡手段として活用しています。１００

周年記念行事もタイムリーにご報告したいと考えています。

９月７日(土)９時３０分～１２時３０分には 100周年シンポ

ジウムが開催されます。ぜひおいでください。 

 

† † 清泉 YMCA便り † † † †３年 守谷未来 † † † † † 

清泉 YMCAは 7/22(月)のミーティングをもって、清泉 Y全体

としての前期の平日の活動は終了となりました。慌ただしく

過ぎ去っていった前期ではありましたが、着実と新たな活動

の実施へと歩んでいます。これから各々試験やレポート、発

表などさまざまな試練を乗り越えた先には夏期長期休みが私

たちを待っています。これを励みにあともう少し頑張りたい

と思います。また、新入生にとっては初めての長い長期休暇

になります。在校生はもちろんですが、特に新入部生には充

実した長期休暇を送ってほしいと思います。長期休暇が開け

たあとには、文化祭の準備とボランティア活動がいよいよ本

格化してきます。ボランティア活動については長期休暇の間

に十分に準備を進めていきたいと思います。 

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

１．7月 1日より 28名の園児を迎え、認可保育園「ＹＭＣＡ

保育園ねがい」（世田谷区船橋）の運営を開始した。開園

に先立ち行われた 6月 29日の開所式には、保坂展人世田

谷区長をはじめ、近隣保育園関係者や民生・児童委員、

ＹＭＣＡ関係者など、約 70人が参加した。引き続き午後

に実施した内覧会には、近隣の方々など 30名余りの訪問

があり、スタッフの案内により施設を見学いただいた。 

２．7月 22日～25日、4年目となった「北京-東京ＹＭＣＡ

パートナーシップ国際キャンプ」が山中湖センターで開

催された。例年より大幅に人数が増え、北京の小学生 81

名に、引率者、ボランティアリーダー、スタッフなどが

加わり、総勢 91名が参加。登山、カヌー体験、野外炊飯、

キャンプファイヤー他、様々なキャンププログラムを体

験した。東京ＹＭＣＡにほんご学院と流通経済大学の中

国籍留学生、及び社会体育・保育専門学校生がボランテ

ィアリーダーをつとめ、日中両国の架け橋として活躍し

た。 

３．今後の主な行事予定 

 ・東京ＹＭＣＡ夏まつり 8月 24日（東陽町センター） 

 ・第 20回アジア・太平洋ＹＭＣＡ大会  

9月 2日～6日（日本ＹＭＣＡ同盟東山荘） 

・国際協力一斉街頭募金 9月 14日（新宿駅周辺） 

・第 33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） 

・第 80回「神田川船の会」（40年記念） 

10月 12日（浅草橋～神田川） 

・東京－フロストバレーＹＭＣＡパートナーシップ 

40周年記念会 10月 19日（東陽町センター） 

               （小松康広担当主事） 

yYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYYyYyY 

http://kobokan.cocolog-nifty.com/blog/

