
■ 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                 

 

  ２０１9年  11月 №467 

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  イザヤ書  59章 1節                   

『 主の手が短くて救えないのではない。主の耳が鈍くて聞こえないのでもない。』 小松康広担当主事 選   

                                                                                                                                      

第 584回 11月例会プログラム《ワイズ理解》  

日 時 2019年 11月 19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「私の追憶の名画」 

       シネマディクト所属  青木克彦氏 

 

        ハッピーバースデー 

   9日 菅谷 功・松島良樹  15日 神谷邦子 

『東京北クラブ報告』 

１．第一例会プログラム 予定 

 ①第 585回 2019年 12月 18日（水）（EMC/MC） 

  「クリスマス例会」浅草教会 1部礼拝 18：00～ 

  2部「kinukawa」楽しくディナー、プレゼント交換 

 ②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予定」 

２．報告及び協議事項 

 ①10月 5日（土）東京江東クラブ 60周年記念祝会 

  場所：亀戸アンフェリシオン     裏面に掲載 

 ②10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   裏面に掲載 

 ③11月 2日（土）清泉祭 10：00～ 清泉 YMCA訪問 

 ④11月 10日（日）興望館デー10：00～曳舟駅下車 

  例年通りチョコバナナ販売  

 ⑤11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 

 ⑥12月、日にちは協議、清泉 YMCA交流会（清泉女子大 

学内見学、お茶を飲みながら懇親会） 

 ⑦2020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 583回 10月例会報告』      磯部幸子会員 

日時：2019年 10月 15日（火）13：00～15：00 

場所：日本キリスト教団浅草教会集会室 

村杉一榮書記の司会

で始まり、金秀男会

長の開会点鐘の後、

全員でワイズソング

を合唱。聖書朗読、

お祈りを篠澤忠彦メ

ンバーにしていただ

きました。今回はゲスト、ビジターはありませんでした。今

月の卓話は山根一毅メンバー。東山荘で行われた「アジア・

太平洋 YMCA大会」についてのお話です。テーマは「自然の恵

みに抱かれ平和に向かって共に生きる」。この大会の願いは地

球環境や気候変動に対して神様から私たちに与えられている

役割を考えるという目的です。アジア太平洋地域 21ヶ国から

377 名が参加、そのうちユースが 129 名と割合が増えてきま

した。基調講演は、広島 YMCA理事スティーブン・リーパー氏、

アジアを取り巻く政治情勢も交えながら、憎しみではなく許

しと和解の心で力をあわせて神が創り賜うた地球を守り、平

和を構築するために YMCAが結集しょう、という呼びかけから

始まりました。沖縄の問題や薬物中毒の方々からの話を聴き、

ワークショップの討議では、ジェンダーと公平性、新しいツ

ーリズムのあり方、環境問題と気候変動、災害対応、YMCAの

望ましいガバナンス、持続可能な社会を目指す「SDGs」につ

いて終始積極的な話合いが行われました。YMCAのブランドイ

メージである「みつかる。つながる。よくなっていく。」にも

繋がる大会でした。 

この大会には山根一毅さんのご子息、お嬢様も参加されたと

のことでした。ニコニコ、小松さんからの YMCAニュース、YMCA

の歌、松島副会長の閉会点鐘をもって例会終了となりました。 

出席者：有里 、磯部・幸子 、神谷 、金 、小松、篠澤 、 

辰馬 、松島 、村杉 、山根。 

10月在籍者  10月出席者   10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 

            ％ 

10月分 

 切 手   335ｇ 

 現 金 6,000円 

本年度累計 

 切 手   335ｇ 

 現 金 19,000円 

 10月分 

          10,000 円 

    本年度累計 

       48,000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                       

「東京江東ワイズメンズクラブ 60周年記念祝会」報告 

                  村杉一榮会員 

10月 5日（土）

17：00～関東東

部大会に引き続

き会場を亀戸ア

ンフェリシオン

に移し盛大に行

われました。台

湾からも、他の

部からもお祝い

に 80名ほどが集い、江東クラブ、江東 YMCAの方々と 100名

ほどの賑やかさでした。60周年なので還暦寄席の落語で始ま

り、江東クラブらしい記念会でした。私達の先々代にあたる

クラブですから、心ばかりの御祝いもお届けしました。 

出席者：磯部、小松、辰馬、村杉。 

 

「興望館落語会報告」      有里公徳会員 

10 月 26 日土

曜日､興望館

創立 100 周

年･後援会創

立 30 周年を

記念し興望館

ホールで落語

会が開かれま

した｡青空と

なり良い日和、

のぼり､元気

な挨拶､大切

に保管された

垂れ幕､めく

り､そして出

囃子､雰囲気

最高です｡お

客さん 120名

超､後援会会

長 神保伊和

雄氏のご挨拶

後､開口一番

は柳家里助

｢桃太郎｣､二

つ目 柳家小

もん｢唖の釣

り｣､お待ちかね 真打 柳家小里ん｢木乃伊取り｣(みいらとり)

です。噺に､笑いに引き込まれます。最後に常務理事 野原健

治氏のご挨拶でハプニング､年配者プログラムの始まりとな

った落語会を提案､30 年以上支援続けたお礼に感謝状｡終了

後､円座で思い出話､酎ハイ元祖の三祐酒場八広店で打ち上げ

です。落語会恒例の手づくりの饅頭に心を感じ､感謝して戴き

ました。 

出席者:磯部･幸子､神谷､小松､金､菅谷親子､辰馬､羽田､松島､

村杉､有里､東京むかでワイズメンズクラブの方々。 

 

 

 

＊＊ 興望館便り ＊＊＊＊＊＊＊萱村竜馬さん＊＊＊＊＊ 

11 月 10 日晴天のもと興望館デーを行うことができました。

興望館 100周年・後援会 30周年、あちこちで同窓会のように

再会を懐かしむ場面を目にしました。北クラブの皆様にはお

よそ 40年にわたってご支援いただき現在に繋がります。いま

後援会には鐘の音会をはじめ多様なグループが名を連ね、そ

れぞれがカラーを発揮しています。後援会が興望館のボラン

ティアセンターとなり、地域のなかで自分にあった活動がで

き、人の輪が隙間なく重なり広がることを思い描きます。今

年もご協力くださりありがとうございました。         

† † 清泉 YMCA便り † † † †３年 永田 夏乃 † † † † † 

11月 2日と 3日に清泉祭が開かれました。私達は毎年、食品

販売と活動報告の手作りの展示を行っていて、今年は中庭で

焼きそばの販売と教室で活動報告をしました。 

焼きそばの販売や二手に分かれての実施など初めてのことが

多く不安でしたが、当日まで部長・副部長・イベント係を中

心に協力して、当日は展示・販売ともに多くのお客さんに来

ていただき無事に清泉祭当日を終えました。また、多くの部

員にとって初めての清泉祭でしたが、皆さんが笑顔で元気よ

く参加していました。本当に嬉しかったです。 

今回の経験や反省点などを踏まえて、来年以降も良い清泉祭

を迎えてくれると良いなと思います。 

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

 1.9月 9日に千葉県を中心に猛威を振るった台風 15号と、

10月 12日に国内の広い地域に甚大な被害をもたらした

台風 19号の被災者支援のために、全国ＹＭＣＡでは

3,000万円の目標額を掲げ、10月 17日より一斉に募金

活動を開始した。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を進めていく予定。東京ＹＭ

ＣＡでは、10月から 11月にかけて、東陽町、三鷹、国

立、高田馬場、錦糸町の各駅周辺で街頭募金を予定して

いる。 

 2.12月 15日（日） 

東陽町センタークリスマスオープンハウス 

 今回も東京北クラブの皆さんには「おでん屋さん」を

出店いただくことを予定しています。寒さを吹き飛ば

してお腹も心もあったかい一日になるよう、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

3.今後の主な行事日程 

  ・３法人合同クリスマス礼拝・祝会  

12月 10日（ＡＶＡＣＯ） 

  ・職員クリスマス礼拝・祝会  

12月 17日（早稲田奉仕園スコットホール） 

  ・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） 

 

              （小松康広担当主事） 

yYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYYyYyY 


