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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  マルコによる福音書  2章 22節                   

『新しいぶどう酒は、新しい革袋に入れるのだ。 』     小松康広担当主事 選  

                                                                                                                                       

第 580回 7月例会プログラム《キックオフ・Yサ・ASF》  

日 時 2019年 7月 16日(火) 13:00～15:00 

 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「夢のある仕事をしませんか」 

                佐伯 紘氏            

    1：東京ディズニーリゾートについて 

    2：東京 YMCA山中家族キャンプについて 

    3：佐伯の趣味について 

『東京北クラブ報告』 

１．第一例会プログラム 予定 

 ①第 581回 2019年 8月 21日（水）（CS） 

   「納涼例会」場所：神谷バー  18：00～ 

  ＊8月定例会第 3水曜日と時間、変更 

 ②第 582回 2019年 9月 17日（火）（ユース） 

    卓題「未定」 

２．報告及び協議事項 

 ①7月から例会日変更、第三火曜日 13：00～15：00 

 ②親睦下町探索報告 6月 20日（木）   裏面に掲載 

  集合場所：JR上野公園口前 東京文化会館ロビー 

  上野公園界隈を散策（東京藝術大学付近） 

③第 22回東京 YMCA会員芸術祭報告    裏面に掲載 

場所：東陽町センター 24日（月）受付お手伝い 

 ④第 28回アジア太平洋地域大会 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 

 ⑥第 585回例会 2019年 12月 18日（水）（EMC/MC） 

クリスマス例会（浅草教会）18：00～ 

曜日と開始時間の変更 

『第 579回 6月例会報告』       山根一毅会員 

日時：2019年 5月 15日（水）18：30～20：30 

場所：日本キリスト教団浅草教会 集会室 

ワイズ

年度最

終月の

6 月を

迎えた

今回の

例会は、

メンバ

ーそれ

ぞれが

担当の

役割について報告をしながら、これからの東京北クラブの在

りようを考える時間となりました。磯部会長からは、「にこに

こ」の時間が実は東京北クラブらしいユニークな時間であり、

7 月からは例会の時間や食事がないなどの変更があっても、

継続をしていきたいという提案がありました。他のクラブの

例会にあまり参加したことのない私は、「にこにこ」でメンバ

ーや家族の近況や社会の課題を語り合う時間がとてもワイズ

らしいと思っていましたが、これからも大切にしてきたい時

間です。またブリテンもこれまで通り継続していくことにな

りました。メンバーが減る傾向にある中、みんなでの分担も

大変ですが「がんばりましょう」の気持ちを大切にみんなで

担っていかなくてはなりません。卓話、親睦なども、やりた

いことをひとつずつ、みんなで協力していくこれからの 1年

になりそうです。来月から毎月第 3火曜日の 13時～15時に

曜日と時間を移して、あらたな気持ちでスタートする東京北

クラブ。OB の方々にも広義会員としての復活を呼び掛けて、

まだまだ元気に活動することを目指しています。 

出席者:磯部･幸子､神谷､金､小松､菅谷､辰馬､松島､村杉､山根。 

清泉 YMCA：永田夏乃（3年） 

6月在籍者  6月出席者   6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    0名 

ゲスト    1名 

 合    計 11名 

           91％ 

   メイクアップ 

名  

   月修正出席率 

            ％ 

6月分 

 切 手    0ｇ 

 現 金   0円 

本年度累計 

 切 手    419ｇ 

 現 金 73,860円 

 6月分 

          10,000 円 

    本年度累計 

       116,880円 



■ 例会日 第３火曜日 13:00～15:00 ■会場  日本キリスト教団 浅草教会                       

東京北親睦会 上野散策「芸大」を覗いて  神谷邦子会員 

6月 20日（木）梅雨

の合間のまだまだ爽

やかな風が通る一日、

山根一毅メンのご子

息・風馬君が通う東

京芸術大学を風馬君

自ら案内していただ

きました。中学生の

頃、例会で剣舞を披

露してくれてから 7年位経ちましたか少年から青年となり今

や現役 2年の芸大生になっておられ頼もしい限り。まず音楽

学部のレンガ造りの歴史ある門から入り、公園のような木々

の中に新旧の建物がある間をぬって学食へ向い、先ず腹ごし

らえと 700円の本日のランチをいただきました。風馬君は教

授の面談があるとのことで一時的に席を離れましたが、その

後道を隔てた彼の専攻している美術学部へ向って緑あふれる

校内を案内され、風馬君の同級生に出会ったり、教室や廊下

に展示されている学生の作品など拝見。７階の窓からはスカ

イツリ―がくっきり見えました。庭には木工の材料か丸太の

山があったり、石材を削っている作業所や作りかけの石造が

あったり、卒業するまでに様々な作品が生み出されるのだろ

うと想像して楽しみ

ました。校庭の茂み

の奥には創立に関わ

り初代校長であった

岡倉天心の像があっ

て記念撮影、風馬君

の未来像を描きなが

ら上野駅に向かいました。 

参加者：磯部・幸子、辰馬、村杉、山根、神谷 

 

「第 22回東京 YMCA会員芸術祭に参加して」 菅谷功会員 

天気が気になる 6 月 22 日（土）東京 YMCA 東陽町センター1

階 YMCAホールで 10時から会場の取り付けが始まり、12時に

全作品の飾り付けが終了。実行委員の皆様はじめ、YMCA事務

局、教室のメンバーが一致協力したおかげで仕上がりました。

続いて 2時からオープニングセレモニー開始。前奏、聖書の

ことば、開会の挨拶は浅見実行委員長が小生の紹介後テープ

カットは浅見委員長、YMCA総主事の菅谷淳氏、小生でスター

ト続いて展示作品 7名の講評で一部は終了続いて二部では懇

親茶話会があり、目玉はお楽しみ抽選会＆ウクレレ演奏。ウ

クレレは船橋市の 19 年の歴史があるプアマウクレレバンド

20 名の黄アロハ姿で華やかさを演出（平均年齢 50 代）曲目

は君の瞳に恋してる/津軽海峡冬景色/男はつらいよでは浅見 

委員長の生まれも育ちものセリフが入り観客一同盛り上がり

♪私のあおぞら

では全員で合唱。

東京ブギウギは

皆で手拍子。最

後はお楽しみ抽

選会、小生の水

彩画 2点はじめ、

ワイン、のりが当たり参加者40名はハラハラドキドキ。閉会

の挨拶は布上征一郎氏が勤め無事終了。楽しいオープニング

でした。 

―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 ＊＊＊＊＊＊＊萱村 竜馬さん＊＊＊ 

成長する夏 

トマト、きゅうり、なす、パプリカ･･･。自然の光だけでなく

子どもの達のあつい視線を浴び、園内の野菜が大きく育ちま

す。近年は日差しがあまりにも強く、昨年は猛暑のためプー

ルが中止になるほどでした。企業からの遮光ネットの寄贈が

あり、職員が手作業でワイヤーを張り、日陰を確保します。

また、保育園父母の会からスチール製の頑丈なテントを寄贈

したいと提案を受け選定中です。子どもが大きく成長する夏

を大人の知恵と労力で守ります。 

 

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

１．水の事故から子どもたちを守るため、全国のＹＭＣＡは

30年以上にわたり、毎夏「ウォーターセーフティーキャ

ンペーン」を開催している。東京ＹＭＣＡでは、6月の

キャンペーン期間中、水上安全の知識を紹介した「ウォ

ーターセーフティーハンドブック」を小学校などに広く

配布した。6月 16日には山手コミュニティーセンターと

ウエルネス東陽町の２か所で、地域の幼児・小学生とそ

の保護者たちを対象に着衣泳体験会を開催し、水の事故

から身を守る方法等を伝えた。 

２．6月 22日、「第 22回会員芸術祭」のオープニングセレモ

ニーが東陽町センターで開催された。開幕のテープカッ

ト、菅谷功先生（新槐樹社準委員）による講評、ウクレ

レ演奏等があり、出展者同士の交流がはかられた。今回

は 47名 70作品の出展があり、6月 29日までの会期中は

会員やワイズメンズク

ラブに受付等のご協力

をいただいている。 

東京北クラブの皆さん

には会期初日にご協力

いただきました。あり

がとうございました。 

 

２．今後の主な行事予定 

 ・グローバルユースイベント「ＹＭＣＡ175」 

（ＹＭＣＡ誕生 175年記念）8月 4日～8日（ロンドン） 

 ・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） 

               （小松康広担当主事） 

yYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYYyYyY 


