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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  １２章 ３１節                   

『ただ神の国を求めなさい。そうすれば、これらのものは加えて与えられる。』  小松康広担当主事 選   

                                                                                                                                      

第 587回 2月例会プログラム《 TOF》  

日 時 2020年 2月 18日（火）13：00～15：00 

会 場 日本基督教団浅草教会 台東区西浅草 3－4－5 

受 付 松島良樹会員 

     卓話「2019年清泉 YMCA活動報告」 

 

 

        ハッピーバースデー 

   22日 山根明都   24日 磯部幸子 

 

『東京北クラブ報告』 

１．第一例会プログラム  

①第 588回 2020年 3月 17日（火）（BF/メネット） 

  卓話・卓題「未定」 

 ②第 589回 2020年 4月 21日（火）（LT） 

  卓話・卓題 「未定」 

 

２．報告及び協議事 

 ①2月 22日（土）陽春の集い 東陽町センター12：00～ 

  東京北クラブはお茶と漬物の担当 集合時間 9：30 

  参加者：磯部成文・幸子、村杉、神谷、小松 

 ②3月 7日（土）リビーチャリティーコンサート 

  開場 12：30 開演 13：00日本基督教団 阿佐ヶ谷教会 

 ③第 23回東日本区大会 2020年 6月 6日（土）、7日（日） 

  会場ホテル日航ノースランド帯広 JR帯広駅裏横 

   ホストクラブ：十勝クラブ協力クラブ 

：北海道部各クラブ 

 

 

 

 

『第 586回 1月東京グリーン新年合同例会報告』 

辰馬行男会員 

日時：2020年 1月 15日（水）18：00～20：30 

場所：千代田区和泉橋区民館3階 和室 

今年の新年

例会は東京

グリーンク

ラブとの合

同例会にな

りました。

開会挨拶・

点鐘は東京

グリーンクラブの西澤絋一会長ワイズソング・ワイズの信

条の後、聖書祈祷は東京グリーンクラブの小平光市メン。今

日の特別イヴェントは落語です。吉田紘子さん紹介の友部康

志師匠、北区つかこうへい劇団に 1997年に入所、現在「J・

CLIP」所属する。今日の演目は「短命」女房の器量が良すぎ

るのが短命の原因と横町の隠居に教わるが呑み込めず、家に

帰って女房の顔を見ると自分は長命だと気付く男の話でした。

次は「禁酒番屋」ある藩で家中の者が酒の上で大失敗をしで

かしたので藩主が禁酒にして、禁酒番屋をこしらえたが、酒

好きの藩士がいて酒屋に工夫をして酒を持ち込ませようとし

たが、何度も禁酒番屋で見つかり取り上げられてしまい、酒

屋は腹いせに小便だと言って持ち込もうとして番士は飲んで

しまい正直者めがというサゲの話でした。笑いに包まれた和

やかなひ

と時でし

た。乾杯

の後、正

月弁当と

一杯飲み

ながら全

員による

1月在籍者  1月出席者   1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 8名 

 広義会員   1名 

 メネット   0名 

ビジター    名 

ゲスト    0名 

 合    計 21名 

           73％ 

   メイクアップ 

名  

   月修正出席率 

            ％ 

1月分 

 切 手    0ｇ 

 現 金   0円 

本年度累計 

 切 手   335ｇ 

 現 金 22,000円 

 1月分 

            0 円 

    本年度累計 

       56,000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                       

ニコニコ一言、YMCA報告、ハッピーバースデーでは東京北ク

ラブは有里公徳メン、閉会挨拶・点鐘は東京北クラブの金秀

男会長で今日の合同例会は楽しみつつ終了しました。 

出席者：有里、神谷 、金 、小松、 菅谷 、辰馬、松島、 

 村杉 、山根。 

 

「ワイズメネットの集い」報告   村杉一榮会員 

11月30日 第23回 東日本区ワイズメネットのつどいが埼

玉の毛呂教会で行われ、北海道部から富士山部まで 17クラブ

30名ほどが参加しました。時期理事板村さん、アジア太平洋

地域会長田中さんもご出席いただき、東京多摩みなみの深尾

香子さんの講演と体験でお茶をいただきながらゆったりと楽

しいひとときでした。楽しいマルシェも開かれ、お土産も求

め、田園風景の残る街並みを歩きながらいつもと違ったメネ

ットの集いでした。 

 

親睦「新春浅草歌舞伎」報告    辰馬行男会員 

1月 13日（月・祝）陽気も暖かく今年の歌舞伎鑑賞は絶好の 

日和となりました。一幕目は義大夫狂言「絵本太功記」寛政 

11 年近松柳、近松湖水軒、近松千葉軒の合作全 13 段の内十

段目「尼ヶ崎閑居の場」でした。武智光秀（歌昇）の子光義 

（隼人）と許嫁初菊（米吉）との悲恋を中心とした物語でし

た。二幕目はご存知仮名手本忠臣蔵 寛延元年作、竹田出雲、

三好松洛、並木川柳合作の義大夫狂言 11段の内七段目「祇園

一力茶屋」の場です。大星由良之助（松也）と斧九太夫（佳

三）とのやり取りの場で人気が有るが、お軽（米吉）と寺岡

平右衛門（巳之助）兄妹の情愛の方が見所が有る様に思いま

した。今年は中村梅丸が出ませんでした。昨年 11月吉例顔見

世歌舞伎で初代中村莟玉を改名しました。来年は含玉の綺麗

な女形を見たいと思いました。初芝居の終演後神谷バー3 階

で楽しい食事会をしてお開きになりました。 

出席者：磯部幸子、神谷、辰馬、村杉。 

 

「2020在京ワイズ新年会報告」   金 秀 男会長 

1 月 11 日(土)、東京Ｙ社体・保育専門学校演習室を会場に、

東京クラブのホストで総勢115名の参加者を得て、在京ワイ

ズ合同新年会が開催された。第一部礼拝、第二部挨拶に続き、

第三部は礼拝献金捧げ先でもある少年感化事業の先駆者を描

いた映画「大地の詩（留岡幸助物語）」鑑賞と続いた。 

第四部は東陽町センターYMCAホールに移動、お待ちかねの

楽しい新年祝会、手作りの箸袋や料理とドリンクメニュー書

きをはじめ、串揚げ屋台の準備等、細やかなおもてなしに、

さすが伝統あるホストクラブの老練さを感じさせられた。参

加クラブの紹介では、二人してあらん限りの大きな声で応え

ることで、東京北クラブの存在感を示すこともできた。文字

通りの飲み放題、食べ放題でそこかしこに歓談の輪が広がる

中、ほろ酔い気分でもう少しというところでアピールタイム、

ＹＭＣＡの歌斉唱、閉会点鐘と続き、名残惜しくも新年会会

場を後にした。尚、同日午前に新年会に先立って開催された

在京ワイズ会長会は、例年とは違い第二部として『ワイズと

YMCAがどうあるべきか』をテーマに５グループに分かれて

の協議の時間が設けられた。全体でのシェアーを含め1時間

という制約の下、十分な協議には至らなかったのは事実であ

るが、報告会で終わっていたものからの新たな試みとしては

評価できるものであった。（参加：小松康広、金秀男） 

 

† † 清泉YMCA便り † † † †各代表より † † † † † † †    

●こんにちは。お世話になっております。次年度代表の露崎

和奏です。1年生の夏からYMCAに参加し、地球市民育成

プログラム、日韓交流やとちぎYMCAのチャリティーラン

に参加しました。2 月に開催する日中韓交流プログラムの

運営委員会です。約1年間は参加することが中心でしたが

運営の方も頑張っていきたいと思います。 

●副代表2年の綾部このみです。昨年は日韓交流やAPAYな

どをはじめとする様々なプログラムに一参加者として、ま

た運営委員として関わる機会がありました。今年は副代表

になり、自分自身のためだけではなく、清泉YMCAをより

よくしていけるよう頑張りたいと思います。 

●副代表1年の阿部萌香と申します。昨年は初めて本格的な

ボランティア活動に参加し貴重な経験をすることができ

ました。次年度は活動の参加者を増やし清泉 YMCA を今

以上に盛り上げていきたいと考えています。 

 
＊＊ 興望館便り ＊＊＊＊＊＊＊ 五十嵐美奈さん＊＊＊ 

 「学童クラブ待機児問題」 

墨田区は認可保育園だけでも年長児の定員が 2100人余りで

すが、公認学童クラブは 2258人の定員です。区は苦渋の選択

として１年生に高ポイントを付与することで一旦は入会の機

会を保障しています。国は平成 27年度から 6年生までを学童

保育の対象としました。しかし実際には低学年でも受入先が

なく、児童館の自由来館事業を利用しながら何とか過ごして

いる子どもがいます。興望館は来春27名の1年生を受け入れ、

全学年で 120名になります。大所帯ですが、時間や空間を工

夫しながら、子どもたちが心から行きたいと思えて、仲間と

の学びあいが保証される場所になるよう、挑戦していきます。   

 

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

1．1月 24日、台風 19号被災地支援チャリティーコンサート

が日本基督教団霊南坂教会で開催されました。飯靖子氏

（オルガン）、飯顕氏（ヴィオラ）、青山学院女子短期大

学グロリアス・クワイア（ハンドベル）が演奏。益金は、

台風で甚大な被害を受けた社会福祉法人賛育会豊野事業

所の復興のために用いる。なお東京ＹＭＣＡは、長野市

北部の中期的な支援拠点「まちの縁側ぬくぬく亭」の運

営他、賛育会と協力して被災地支援活動を行っている。 

2．今後の主な行事日程 

・ピンクシャツデー（いじめ反対キャンペーン） 2月 26日 

・「東京大空襲」写真展 3月 2日～8日（東陽町センター） 

映像と体験談「東京大空襲を忘れない」 

3月 8日 講師：二瓶治代氏 

・第 21回 libyチャリティーコンサート  

3月 7日（日本基督教団阿佐ヶ谷教会） 

出演者：三菱商事コーラス同好会  

越智光輝さんと愉快な仲間たち 

              （小松康広担当主事） 

yYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYyYYyYyY 


