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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  ルカによる福音書  ２章 １４節                   

『 いと高きところには栄光、神にあれ、地には平和、御心に適う人にあれ。』 小松康広担当主事 選   

                                                                                                                                      

第 585回 12月クリスマス例会プログラム《EMC/MC》  

日 時 2019年 12月 18日（水）18：00～20：30 

 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 松島良樹会員 

クリスマスメッセージ  ：篠田真紀子牧師（浅草教会） 

司式：村杉一榮姉    ：奏楽・篠田唯姉 

楽しくディナー：レストラン「ストロバヤ」 

プレゼント交換（1000円位）を持参 

        ハッピーバースデー 

         20日 金 秀男 

『東京北クラブ報告』 

１．第一例会プログラム  

 ①第 586回 2020年 1月 15日（水）（IBC/DBC） 

  新春例会「東京グリーンクラブと合同例会」 

  場所：和泉橋会館 18：30～ 

 ②第 587回 2020年 2月 18日（火）（TOF） 

  卓話・卓題「未定」 

２．報告及び協議事項 

 ①11月 2日（土）清泉祭 清泉 YMCA訪問  裏面に掲載 

 ②11月 10日（日）興望館デー10：00～   裏面に掲載 

 ③11月 30日（土）第 23回「ワイズメネットの集い」 

  11：00～15：30 場所：日本基督教団 毛呂教会 

講演「茶道とキリスト教」  講師 深尾香子氏 

 ④12月 15日（日）クリスマスオープンハウス 

  東陽町 YMCA10：00～16：00 例年通りおでんの販売 

  東京北クラブは AM9：00集合 

  ★15:00～ 今後のクラブの在り方について協議 

 ⑤12月 21日（土）清泉 YMCA交流会 10:45現地集合 

  （清泉女子大学内見学、お茶を飲みながら懇親会） 

 ⑥2020年 1月 11日（土）在京ワイズ合同新年会 

  会場：東京 YMCA社会体育・保育専門学校 他 

14:00～18：30  会費：5,000円 

『第 584回 11月例会報告』      神谷邦子会員 

日時：2019年 11月 19日（火）13：00～15：00 

場所：日本キリスト教団 浅草教会集会室 

この日は出席者

は少なかったが

懐かしい映画の

お話ということ

で心なしか華や

いだ感じで始ま

った。開会点鍾、

ワイズソング、

聖書朗読、お祈りのあと卓話者・青木勝彦さんの紹介があり

立派な装丁の分厚い著書『映画に魅せられて 私の追憶の名

画』を各自に頂戴した。これは「私の・・」と書いてあるよ

うに自分史的なものになったとのこと。映像の準備も整って、

お茶菓子をいただきながらニコニコがまわると映画にまつわ

る一言が多かった。著書に添ってお話は進み、昭和 15 年～

34 年頃は娯楽が少なかったので映画の文化的な地位は今よ

り高かった。叔父上の影響で映画が趣味となり、映画と小説

の違いを認識し、映画技術の進歩、興行としての映画、脚本

の重要性など「第三の男」「ローマの休日」や「東京物語」の

映像を見せていただきながら映画の楽しさを伝えられた。映

画の現状と問題点は音と映像、若い人の外国映画離れや複合

映画施設等を指摘された。若い時には気づかなかったことが

老いてこそわかる映画があるというのも納得がいく。本当に

映画が好きでたまらないという印象が強く、退職後に映画検

定１級試験を受けて映画評論家として生きがいを見つけられ

た人生を素晴らしいと感じたひとときであった。YMCAニュ

ース、ハッピーバースデイ、YMCAの歌、閉会点鍾をもって

例会終了となった。 

出席者：金､篠澤､小松､辰馬､村杉､有里、磯部（幸）、神谷｡ 

ゲスト：青木勝彦 

ビジター:樋口順英(東京グリーン) 

11月在籍者  11月出席者   11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 

 広義会員   1名 

 メネット   0名 

ビジター   1名 

ゲスト    1名 

 合    計 10名 

           73％ 

   メイクアップ 

名  

   月修正出席率 

            ％ 

11月分 

 切 手    0ｇ 

 現 金 3,000円 

本年度累計 

 切 手   335ｇ 

 現 金 22,000円 

 11月分 

          8,000 円 

    本年度累計 

       56,000円 
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 随筆 「台風襲来に備えて」    篠澤忠彦会員 
本年 9月、台風 15号による千葉県の住宅被害は、4万 59 
1棟。農林水産業の被害額は、約 427億 5500万円に上っ 
たと報じられた。その爪痕が残る中、10月 12日大型で非 
常に強い台風 19号が上陸し関東、東海、甲信越、東北など 
広い範囲で、河川氾濫、土砂災害、停電など甚大な被害をも 
たらした。更に 10月 25日台風 21号が千葉県南部に上陸し 
半日で 1ヶ月分の大雨を降らせ、87人死亡 10人の行方不明 
者が出たと報道された。「天災は忘れた頃にやってくる」。 
この戒めは、科学者で名随筆家でもあった寺田寅彦の警句だ 
が、今や「天災は忘れる間もなくやってくる」と訂正すべき 
時代だ。ところで、9－10月の 2ヶ月間に、連続 3回の台風 
に見舞われた被災地に共通して見られたのは“ブルーシート” 
だ。これは損壊した家屋を保全する応急処置だが専門的に張 
れる人が一部の NPO以外に殆どいないとのこと、千葉県の 
場合は屋根の被害件数が圧倒的に多くまだ張れていない住宅
が相当数ある上に、専門的でない人がにわかに張ったため張
り方のレベルがバラバラで次の台風の強風により吹き飛ばさ
れてしまったのが見られた。屋根瓦などは本修理に日数がか
かる上、ブルーシートは通常3－4ヶ月で劣化するので、張り
直しが次の課題になるだろう。さて、台風被害からの普及は、
屋根と合わせて床下だ。土砂・流木・廃棄物の撤去や家屋の
清浄など初被害者のニーズや困り事しっかり対応していかな
ければならない。それには日常的に行政・NPO・ボランティア
等の 3者連携・協働が出来る体制づくりが不可欠となる。 
「チョコバナナ！いかがですか！！」興望館デー   

磯部成文会員 
日時：2019年 11月 10日（日）9時 30分～13時 30分 
場所：興望館 全館上げての盛り上がった会場 

10時開場を待ちきれず
入口付近に並んだのは、
地域の赤ちゃん、幼児を
つれた家族、子供たち、
おばあちゃん、おじいち
ゃん。これ以上ない秋晴
れの青空の下、興望館に
足を運んでくださったみ

なさんがなんと約 1000人。万全の準備で迎えるのは 100周年
記念Ｔシャツをきたスタッフ、ボランティアのお母さん、お
父さん、おじいちゃん、おばあちゃん、若者たち。会場一杯
に喜びの会話と表情があふれた風景は、地域と一体となった
100周年の興望館独自のブランドです。東京北クラブは恒例
のチョコバナナ。今年は売場が変わってメイン会場の園庭中
央。バナナを 2つに切って皮むき、割り箸に刺すのは、辰馬
さんと磯部、担当スタッフの阿部さん、小松さんはバナナに
チョコレートぬり、孫の和史は色とりどりのチョコレート粒
をかける役。「チョコバナナいかがですか！！！」の大声をか
ける間もなく、50円玉を手にした子供たちが次々に並んで、
11時にはアッという間に完売です。嬉しい悲鳴ってこうい
うことなんですね。 
出席者：磯部・ 和史､ 小松、 辰馬 。 
「清泉祭 清泉 YMCA訪問」報告    辰馬行男会員 

11月 2日（土）第 60回
清泉祭の 2号館 1階 211
教室清泉 YMCA に訪問し
ました。当日は天気に恵
まれ暖かく絶好のお出か
け日和になりました。ブ
ースには石巻市女川町で

行われた東北スタディーツアー（3月 13日～16日）参加、ア
ジア農村指導者専門学校でのアジア学院（8月 15日～18日）
参加、神戸青少年センターでのスチューデントサマープログ
ラム（9月 12日～14日）参加、などの展示が有りました。清
泉 YMCAプログラムには日韓交流・農業体験・スタディーツア

ー・イベントボランティアなど多くのプログラム活動をして
いて頼もしい限りでした。今年は中庭でやきそば販売をして
いて教室でやきそばを食べたりしました。1 時半位に帰りお
昼は近くのイタリアンランチを食べました。 
参加者：神谷、辰馬、松島。 
『関東東部第２回評議会報告』         金 秀 男 

去る11月 16日、『関東東部第２回評議会』が、評議員(部
役員、クラブ会長・副会長・書記・会計)と担当主事を合わせ
て、計27名が参加する中YMCA東陽町センターにおいて開
催された。開会式の後、議事に入る前に進行役から 2名の委
任を得てかろうじて過半数を確保したとの深刻な報告がなさ
れた。また、今回ワイズとＹが理解を深め協働をより推進す
るために担当主事の参加を呼びかけたものの3名にとどまっ
たということを反省し、次回以降評議員はもとより、担当主
事も出席できるように積極的に対処していくことを確認した。 
部長、各事業主査の活動報告、各クラブ会長活動報告と続

き、休憩後の提出議案審議もすべて順調に進み議事を無事に
終了した。その後予定時間を大幅に残した時間の有効利用と
の機転で設けられた自由発言の場では、発言の機会がなかっ
た担当主事を含めた出席者の率直な意見、感想、一言に、今
後参考にすべき内容を見出す良い機会となった。 

その後持たれた懇親会の参加者は14名、少し寂しい半面、
長年にわたりワイズと YMCA とかかわり、今なお青年のよ
うな情熱をもって今後の展望について語り合っている皆さん
のほろ酔い姿に敬意を覚えるとともに、当クラブの行く末に
ついても、何とかなるさという思いを抱かせてくれた。 

出席者：村杉一榮、小松康広、金秀男 

＊＊ 興望館便り ＊＊＊＊＊＊＊五十嵐 美奈さん＊＊＊ 
 「興望館自立支援基金」 五十嵐美奈 

興望館には沓掛学荘を退所後、大学や専門学校への進学を希
望する若者を支援する基金があります。これは高校時代に柔
道で活躍し、2001年に大学進学をした卒業生がきっかけとな
り設置されました。現在も親族からの支援が望めない若者３
名が学費の支給や生活費の補助を受けています。しかし、支
援を受けていても中退したり、就職活動で行き詰る卒業生が
複数いる現実もあります。年に３回、支援者と専門家で構成
される運用委員会を開催し、経済的支援と丁寧なアフターケ
アが両輪となり機能するよう、模索をしているところです。 

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

１．台風 15号と 19号の被災地支援として、全国ＹＭＣＡは
目標額 3,000万円を掲げて引き続き募金活動を行ってい
る。東京ＹＭＣＡは千曲川の決壊により大きな被害を受
けた長野市に職員 3名を派遣し、社会福祉法人賛育会と
協力して、災害ボランティアセンターの運営を行った。
また11月22日～24日に長野市北部でボランティアワー
クキャンプを実施し、医療福祉専門学校と社会体育・保
育専門学校の学生、山手学舎舎生、ユースボランティア
リーダー、スタッフの計 15名が参加し、味噌醸造場や個
人宅の泥かき作業を行った。今後国内のＹＭＣＡが協力
し、ボランティアワークキャンプ、リフレッシュキャン
プ、子ども達の心のケア等の支援活動も進めていく予定。 

2．今後の主な行事日程 
  ・職員クリスマス礼拝  

12月 17日（早稲田奉仕園スコットホール） 
  ・職員新年礼拝 1月 6日（東陽町センター） 
  ・新春特別午餐会 1月23日（学士会館） 

卓話者：金田喜稔氏 
（一般社団法人日本サッカー名蹴会会長） 

  ・子育て講演会 2月 1日（しののめこども園） 
講演者：高野優氏（育児漫画家）  
テーマ：「反抗期 思春期のトリセツ」 

  ・ソシアス 2019 2月 11日（山手センター） 
              （小松康広担当主事） 
yYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYYyYyY 


