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  ２０２０年  １月 №469 

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  ヨハネによる福音書  １章 ５節                   

『 光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。』   小松康広担当主事 選   

                                                                                                                                      

第 586回 1月例会プログラム《 IBC/DBC 》  

日 時 2020年 1月 15日（水）18：30～20：30 

会 場 和泉橋区民館 千代田区神田佐久間町 1-11-7 

受 付 辰馬行男会員 

新春例会「東京グリーンクラブと合同例会」 

        ハッピーバースデー 

         24日 小松 美樹 

       ウエディングアニバーサリー 

         29日 小仁昌敏・恵子 

『東京北クラブ報告』 

１．第一例会プログラム  

①第 587回 2020年 2月 18日（火）（TOF） 

  卓話「2019年度 清泉女子大学 YMCA活動報告」 

 ②第 588回 2020年 3月 17日（火）（BF/ﾒﾈｯﾄ） 

  卓話・卓題 「未定」 

２．報告及び協議事項 

 ①12月 15日（日）「クリスマスオープンハウス報告」 

 例年通り おでん屋さんを出店  裏面に掲載 

 ②1月 11日（日）「在京ワイズ合同新年会報告」 

会場：東京 YMCA社会体育専門学校及び東陽町ｾﾝﾀｰ 

時間：14:00～18:30     2月ブリテン掲載 

 ③12月 15日（日） 

   クリスマスオープンハウス終了後、今後のクラブの 

   在り方について協議された、次年度も継続していくこ

とで決定。 

   

『第 585回 12月クリスマス例会報告』   磯部成文会員 

日時：2019年 12月 18日（水）18：00～21：00 

場所：礼拝 浅草教会 礼拝堂 

   祝会 ストロバヤ 

 

 

1部の礼拝は、司式・説教：篠田真紀子牧師、奏楽：篠田

唯姉によって行われた。前奏、賛美歌21-231、聖書朗読；ヨ

ハネの手紙Ⅰ 4：9-10の後に篠田牧師によるメッセージ「わ

たしたちが生きるようになるために」というお話があった。

祈祷の後、讃美歌21-262をみんなで歌い、献金が行われた。

献金は国際協力募金に用いられる。頌栄21-24、祝祷となり、

後奏をもって礼拝が終了した。第 2部の祝会は、21名という

大勢の参加者が集い「ロシア料理・ストロバヤ」で食卓を共

にすることができた。金会長の進行によって、久しぶりの参

加者の紹介があり、楽しいお話が次々に賑やかに弾んだ。山

根会員による「あ

みだくじ」は、そ

れぞれ持ち寄った

プレゼントを紹介

しながら進められ、

みんなに嬉しいひ

と時となった。 

出席者：篠田真紀子牧師 篠田唯 篠田道祈 齊藤實 羽田真

治 倉持康而 有里公徳 菅谷大典 守谷未来 綾部このみ  

磯部・幸子 神谷 金 小松 菅谷 篠澤 辰馬 村杉 山根 

 

「今年の抱負」 
所属教会の定年 70 歳を迎え幸い隠退長老となりしも、教会
長老職は天に召されるまでを覚えて、心身の健康を第一に、
残された日々、与えられた務めを果たしていきたい。                        

金秀男／聖愛 

皆様明けましておめでとうございます。本年は北クラブの最

終年度として悔いのない様活動する所存ですが、家内が昨年

11月に入院し、病状の回復が遅いのが大いに気懸りです。 

松島良樹 

村杉一榮さんの英断で東京北の存続が決まりほっとしました。 

40 周年まで微力ながらたのしいクラブ作りをいたしましょ

う。私自身は80歳を目前にして身辺整理に励みます。 

神谷邦子 

12月在籍者  12月出席者   12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      3名 

合    計     14名 

 

 会    員 11名 

 広義会員   2名 

 メネット   0名 

ビジター    名 

ゲスト    8名 

 合    計 21名 

           

100％ 

   メイクアップ 

名  

   月修正出席率 

            ％ 

11月分 

 切 手    0ｇ 

 現 金   0円 

本年度累計 

 切 手   335ｇ 

 現 金 22,000円 

 12月分 

            0 円 

    本年度累計 

       56,000円 
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2020− 1970 結婚 50th yearに感謝。互いに、いっしょに、

快くの「健康快互」の生活に転換し、この 1年“明るく・楽

しく・爽やかに”をこころがけます。     磯部成文 

 

今年は東京オリンピック パラリンピックイヤー、多様性と

調和などいろいろなことに目を向けて、ボーとしない年にし

たいと思います。              磯部幸子 

 

「新年に一言」07年に生まれた日本の子どもは 107才まで生

きる可能性が 50％あるそうだ、杜甫の「人生七十古来稀なり」

に由来する「古希（70 才）」は、死後になるかも、すると前

人未到の「大還暦（120才）」に到達する人が出てくるかもし

れない。                  篠澤忠彦 

 

今年もいつもと変わらない年になりそうです。ワイズ活動、

友人との旅行、毎月の小学校のクラス会とそば食い会、歌舞

伎の鑑賞、今年は１月の新春浅草歌舞伎、団十郎の襲名披露

など楽しみです。              辰馬行男 

 

「今年もよろしくお願い申し上げます。騒がしい世の中です。

真実と正義は異なる。前を見て信じる道を進みます。」 

有里公徳 

 

新しい年を迎えました。「今年こそは余裕を持って！」と毎 

年のように自分に言い聞かせてきましたが、なかなか出来ま 

せんので止めます！まだまだ少し無理しながら過ごします。 

山根一毅 
 

日々、我が子から多くのエネルギーをもらっています。今年

も一緒に たくさん走れるよう、体力づくりに励みたいと思

います。                  小松康広 

 
「クリスマスオープンハウス報告」   山根一毅会員 

12月 15日（日）、東

京 YMCA 東陽町セ

ンターにてクリスマ

ス・オープンハウス

が開催されました。

今年は国民の祝日の

変更もあり、いつも

より1週間ほど早い

オープンハウスでし

たが、寒さが和らぐお昼時にはたくさんの方々が訪れ、賑わ

った会となりました。東京北クラブからは恒例の「おでん屋

さん」を

出店しま

したが、

昨年に続

き磯部さ

んのお孫

さんのカ

ズくんと

お父さん、

清泉YMCAからは守谷未来さん、東京YMCA日本語学校か

らベトナム出身のハイさんがお手伝いをくださり、東京北ク

ラブのメンバーは一歩下がってお手伝い。はじめは両隣のう

どん屋とカレー屋に押され気味でしたが、若い彼らの呼び込

みの声も功を奏して、お昼過ぎには目標の 80 食を完売しま

した。おいしい具材が7種類入って250円は安いのです、ま

た来年もがんばりましょう！  

 

「清泉女子大学YMCAと交流会」    小松康広 

12月 21日（土）やっと念願が叶って交流会を持つことがで

きました。今年の春頃から清泉Y代表の守谷さんとずっとあ

たためてきた企画でした。普段、例会には１～2名清泉Yの

学生が参加してくれてい

ますが、なかなかゆっく

りとお話しをすることは

なく、また、清泉Yの学

生にとっても北クラブの

メンバーの顔はわかるけ

ど、いったいどんな人な

のだろうということがあり、少しでも交わりを深めたいとの

思いでした。当日、さすがにワイズの皆さんは 10 分前行動

で集合、まずは学内の見学

をしました。特に旧島津公

爵邸は見応えがありました。

J・コンドルの設計による旧

島津公爵邸は 1915年（大正

4）に竣工し、島津公爵家の

邸宅として使用された後、

所有者の変遷を経て 1962 年（昭和 37）清泉女子大学の校舎

となり、現在も本館として使われています。昼食を学生食堂

にていただき教室に移動、ワイズメンより１人ずつワイズや

YMCAとの出会い近況報告などをお話し、あっという間に時間

が過ぎ、最後は大学主催のクリスマスミサに参加しました。

プロテスタントの礼拝に参加することが多い者にとっては貴

重な体験になりました。今回、埼玉ワイズメンズクラブ衣笠

輝夫さん、中央大学 YMCA宮内蒼也さんがご一緒しました。参

加者：清泉女子大学 YMCA（守谷・露崎・綾部・喜田・渡辺）

村杉・磯部幸子・神谷・辰馬・有里・小松 合計 12名 

 
＊＊ 興望館便り ＊＊＊＊＊＊＊ 萱村 竜馬さん＊＊＊ 

 興望館の１０１年目 

新年あけましておめでとうございます。２０１９年は落語会など記

念行事が盛りだくさんでした。その締めくくりは１２月２８日、セツ

ルメント資料室の開設記念並びに役職員の集いの時でした。足

かけ４年にわたって作業してくださった鈴木みな子氏の講演の

中で、「資料室は過去のだれかと出会える素敵な空間」との言葉

が印象に残りました。資料室設置記念のプレートとご本人への

贈呈レプリカは斉藤工芸の村杉氏に手がけてもらいました。興

望館の新たな１００年のスタートです。 

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

今後の行事日程 

・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（会員協議会 親睦会）2月 11日（山手センター） 
              （小松康広担当主事） 
yYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYYyYyY 


