
■ 例会日 第３水曜日 14:00～16:00 ■会場  日本キリスト教団 浅草教会 

 

神は、その独り子をお与えになったほどに、世を愛された。 

独り子を信じる者が一人も滅びないで、永遠の命を得るためである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 月在籍者 11 月出席者 出席率 ＢＦ等ポイント ニコニコボックス 

 

会  員   7 名 

広義会員   4 名 

 

合  計    11 名 

会  員  3 名 

広義会員  1 名 

メネット 

ビジター 

ゲスト    名 

合  計    4 名 

36.3％ 

メイクアップ 

      名 

月修正出席率 

      ％ 

月分 

切手    0ℊ 

現金    0 円 

本年度累計 

切手    0ℊ 

現金    0 円 

11 月分 

 

  0 円 

本年度累計 

   38,000 円 

第 603 回 12 月例会プログラム       

（休会のご案内） 

2022 年 12 月 21 日（水）18：00～20：00 で

予定していました 12 月例会ですが、コロナの

感染状況を鑑みて、今回は休会と致します。     

年明け 1 月例会につきましては、改めてご案内

いたします。  

・ウエディングアニバーサリー        

12/15  有里夫妻 

・ハッピーバースデー              

12/20   金   秀男    

第 602 回 11 月例会報告                                           
熊沢 佳代 

第 603 回 2022 年 11 月 16 日（水）14:00～16:00  

浅草教会にて、11 月例会を行いました。      

まずはワイズソング、聖書、お祈りをして例会を始

めました。今回は体調がすぐれない等の理由から欠

席される方もあり、4 名での例会となりました。少し

寂しい雰囲気でしたが、久しぶりに羽田さんが出席

されましたので、近況を伺いました。最近でも毎日

仕事をされているとのことで、午前中は自宅でゆっ

くりしつつ、午後から 19 時位まで仕事をされてい

て、往復 30 分ずつ歩いて出勤するのを習慣にしてい

るとのこと。「帰り道は隅田公園から見えるスカイツ

リーのライトアップがとてもきれいでね」と、おし

ゃっていました。 

 商店街の会長職も今年で引退して、若い世代へ引

き継ぎたいと考えていることや、これまで元気にこ

うして頑張れているのも妻のおかげ、同志として一

緒に頑張ってくれたので感謝していることなど、

色々とお聞かせ下さいました。 

そして、ワイズに関わるようになったことで、たく

さんの仲間が増え、ワイズのイベントで家族ぐるみ

で色々な所へ出かけたことがきっかけで、今でも子

ども同志での交流が続いていることなど、ワイズで

の思い出も色々とお話し下さいました。             

その他の出席者からも、自身の体調の事やワイズで

の思い出等、とめどもない話しを色々としながら、

終始和やかな雰囲気で楽しく語らいの時間を持つこ

とが出来ました。最後は、次回の例会には、皆が揃

ってクリスマスを共に迎えることを願いながら、

YMCA の歌、村杉副会長の閉会点鍾で終了としま

した。 

出席者：神谷、熊沢、村杉、羽田 
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＊＊＊清泉女子大学 YMCA 近況報告＊＊＊ 

22 年度代表 河野 奏海 
 

11 月の近況報告として、私たち清泉 YMCA は
清泉祭にて展示を行いました。そこで普段の 
活動を報告したことはもちろんですが、清泉祭
準備期間中にサークル内で「どのように活動内
容を伝えるべきか」、「どのような展示物を作る
べきか」を話し合うことができました。   
ときに、発信することによって活動の輪を広げ
ることも大事ですが、こうしてサークル内の協
力関係を築けることも非常に有意義だと感じま
す。そして、清泉祭当日は改めてそれぞれが 
サークルでのボランティア活動を見つめ直すこ
とができる良い一日となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 22 年度清泉祭にて、活動展示の様子 

  YMCA ニュース

① 10 月 28 日（金）霊南坂教会にて、今年度 2

回目のウクライナ支援チャリティーコンサー

トが行われた。コンサート終演後に募金を呼

びかけ、￥163,601 が寄せられた。現地へ送

金、日本に避難されている方々へ送られる。 

 

② 「ソシアス 2022」が 11 月 20 日オンラインで

開催された。今回は川平朝清氏（元ＮＨＫア

ナウンサー・昭和女子大学名誉教授）の基調

講演とし、「沖縄復帰 50 年と平和について」

学びの時を持った。参加者 60 名。後半は参加

者がグループに分かれて講演内容について分

かち合いの時をもち、理解を深めるとともに

世代を超えて良い交流を持つことも出来た。 

 

③ 11 月 25 日～27 東山荘にて、「第 22 回日本Ｙ

ＭＣＡ大会」が開催された。全国の YMCA に

連なるスタッフ、ボランティアリーダーが一

堂に集まった。今回は現地参加とオンライン

参加のハイブリット形式での開催となった。 

＊＊＊興望館だより＊＊＊      
           萱村 竜馬 

 
11 月 13 日、3 年ぶりの「こうぼうかんデー」が
開催されました。コロナ対策のため館内の食事
はなし、入場の２部制のほか、ブース数も絞り
ました。「活気が物足りなかった」の反面、
「作業に余裕があり初めて来場者とたくさん話
ができた」との感想もありました。来年は人気
のチョコバナナや綿あめの復活も期待されてい
ます。作業を通じて子ども、学生、社会人、 
地域の方々までお喋りが止まりません。気が早
いですが、神保会長のいる後援会コーナーも 
ボランティアを募集します。ぜひご来場くださ
い。  お待ちしています！ 

＊＊＊篠澤 忠彦さんを偲んで＊＊＊ 

 

東京北ワイズメンズクラブ誕生の時からのメンバーでした篠澤忠彦
さんが、11 月 14 日（月）昇天されました。91 歳でした。篠澤さん
を偲んで、追悼メッセージをお贈りします。 

●前担当主事：小松康広さんより いつもニコニコされながら、物
静かにお話しされる姿がとても印象に残っています。ＹＭＣＡで
の様々なお役も歴任され大変感謝申し上げます。心よりご冥福を
お祈りいたします。 
 
●菅谷功さんより 篠澤さんはクラブの卓話でよく国会での知らな
い記事をお話して下さいまして本当にビックリします。特に驚いた
のは安倍元総理が体調をよく崩して何の病気かわからない時、潰瘍
性大腸炎でいい薬があり代議士渡辺美智雄から教えてもらい総理を
続けられたとの話や、税調の話など色々聞き驚いたのを思い出しま
す。本当に温和な人で自分も大変お世話になりました。     
有り難うございました。ご冥福をお祈りいたします。 
 
●小仁恵子さんより 篠澤さんと初めてお話しをさせていただいた
のは、お住まいが以前私が住んでいた地域の近所であったことから
でした。穏やかな口調で優しく接して下さったことを改めて思いだ
します。40 周年記念誌へ寄稿されたひと言「自他トハ利他ヲ言ウ」
はお人柄そのものです。ご冥福をお祈りいたします。  
 
●羽田眞治さんより 30 年近く前、私が家業の社長になって財務も
見なければならなくなってどうしたものかと考えている時期に、 
篠澤さんから PC 会計の話を聞き、当時「ウインドウズ 95」が流行
り始めた時で、PC と PC 会計を同時にやり始めました。おかげで 
会社の財務内容の把握ができ、大きな助けになりました。    
篠澤さんありがとう！ 
 
●有里公徳さんより 北に参加し印象の強い長老のお 1 人が天に召
され、時の流れを感じます。寡黙に信念を感じていました。歴史は
なったもの、この頃世の変化の裏に何か隠れているのか隠れていな
いのかなどと。天で安らかにお過ごしください。 
 

●神谷邦子さんより 「ニコニコの時間」で、よくその時の政治の

情勢など貴重な話題を話してくださったり、ブリテン用の「随筆」

も然り。亡くなられるなんて考えてもいなかったので 10 月に随筆を

依頼したときに快く引き受けてくださったけれど、一週間後に書く

つもりだったけれど書けない、と電話いただいたのが最後に聴いた

お声でした。何か書きたいことがあり私達に伝えたかったのだろう

と思うと残念な思いで胸が一杯になります。40 周年誌に書かれたよ

うに、自分の一回しかない人生を尊く生きた方でした。ありがとう

ございました。 

 

●村杉一榮さんより 私たちの一番の年長としてずーっと 40 年共
に活動してきた篠澤さん。例会ではいつも政界の裏話等、私たち
が知り得ない情報を楽しく聞かせていただきました。弘子夫人と
久しぶりに会い静かに語らっていることでしょう。 

2018 年  
クリスマス
例会にて 

写真提供 
小松主事 


