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会長    吉野 勝三郎      クラブ会長主題  「ワイズとＹＭＣＡに連なることの誇りと喜びを持って」 

 
副会長   林 京二      国際会長主題  「Talk less, Do more－言葉より行動を」 

松川 厚子   アジア会長主題 「Start Future Now－未来を始めよう、今すぐに」 

会計   吉田 公代   東日本区理事主題 「With Pride and Pleasure－誇りと喜びを持って」 

書記   森下 千恵子        

 

今月の聖書 

４月 

野原の花がどのように育つか考えてみなさい。働

きもせず紡ぎもしない。しかし、言っておく、栄

華を極めたソロモンでさえ、この花の１つほどに

も着飾ってはいなかった。 

ルカによる福音書１２章２７節 

“Consider how the lilies grow.  They do not 

labor or spin. Yet I tell you, not even Solomon in 

all his splendor was dressed like one of these.” 

Luke 12:27 

 

２０１５年３月の統計（３月２８日） 

在籍１１名 出席者７名 出席率６４％ 

 

４月例会予告 

～鉄道博物館・大宮盆栽美術館下見～ 

日  時：４月２５日（土）午後 1 時～6 時 

集合場所：宇都宮線 土呂駅改札口 

 
※詳細は後記 4月定例会日程案をご覧ください。 

 

 

3 月 28 日（土）例会での決議事項 

吉野 勝三郎 

１． 東日本区 利根川恵子理事支援関係 

 １－１．区大会の実行委員長を松川厚子さんが担当

してくれることになりました。川越のメン

バー全員が積極的に支援することを条件に

引き受けてもらいましたので、ご協力をよ

ろしくお願いいたします。 

 １－２．区大会のオプションツアーの一つとして大

宮地区が候補として挙がり、4月 25日（土）

の例会を、下見を兼ねた、移動例会としま

す。詳細は、別記の通りですが、当日は、

ＪＲ宇都宮線土呂駅に午後１：１５集まっ

て下さい。 

 

２． 関東東部評議会 

4 月 18 日（土）の評議会には、吉野勝三郎(会長)・

森下千恵子（書記）・吉田公代（会計）の三役が

揃って出席予定です。 

 

３．2015 年東日本区大会 

 厚木で 6 月 6 日（土）・7 日（日）に開催される

今年の大会に、森下千恵子さんも参加されますので、

利根川恵子さん、山本剛史郎さん、山崎純子さん、

松川厚子さん、吉田公代さん、牛村永代さん、吉野

勝三郎の 8 名が参加予定です。川越クラブの団結力

の良さを示しましょう。 

 

３． その他の予定予告 

7 月 18 日（土） 

埼玉県内 3 クラブ合同例会で、部長訪問です。詳

細は埼玉クラブが企画中です。なお、例年は、フ

ィリピン・ワークキャンプの報告会を 3 クラブ合

同で開催していましたが、諸般の事情から今年は

フィリピン・ワークキャンが実施されませんでし

たので、3 クラブ合同例会は、下記の内容になり

ます。今から、カレンダーに入れておいて下さい。 

（1） 日時：2015 年 7 月 18 日（土）午後６：

００～ 

（2） 場所：小峰ビル１Ｆ（埼玉クラブ定例会

場、埼玉県庁近く） 

   さいたま市浦和区高砂町 3－12－

24 

  （3） 会費：2,000 円 

10 月 3 日（土） 

関東東部部会 

11 月 14 日（土） 

関東東部評議会 
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2016 年 3 月 5 日（土）・6 日（日）（於）東山荘 

次期役員研修会 

利根川恵子理事サポートするため十分な知識を

得ておく必要があります。後刻、出席依頼のあっ

た方は、万障繰り合わせて日程を調整して下さい。 

 

以上 

 

 

３月定例会報告卓話報告 

森下 千恵子 

 

出席者：吉野、利根川、松川、牛村、吉田、鎌田、 

    森下 

卓 話：「消化器がん」について 

卓話者：昭和大学江東豊洲病院 院長 松川 正明氏 

 

 今回は、わが川越ワイズメンズクラブの松川さん

のご主人、昭和大学江東豊洲病院院長の松川正明様

に「消化器がん」についてお話していただきました。 

 パワーポイントでたくさんの消化器がんのデー

ター、写真を見せていただきながらの卓話でした。 

 男性のがんは肺、胃、大腸などのがんが多く４

５％が消化器だそうです。また、女性の場合は、大

腸、胃など７０％が消化器だそうです。男性に肺が

んが多いのはタバコのせい？また、男女のがんの部

位の差が寿命の差かもしれないとのことでした。 

 腫瘍は 0.2 ㎜以上の大きさになると血管が必要と

なり身体を蝕む悪性となるそうです。 

 早期のがんには内視鏡治療で患部を見ながら同

時にがんを切り取る治療ができるそうです。内視鏡

治療の写真なども見せていただきました。がんの大

きさによっては、外科的手術や放射線治療、分子標

的薬剤と抗がん剤を合わせた治療があり、治療方法

の多さ驚きました。 

 がんの種類別、ステージ別生存率の表によりと明

らかに早期段階のがん治療は5年後の生存率の高さ

を示しています。がんの種類によっては９０％以上

でした。 

早期発見にはやはり検診が大事。早期がんの診断

には判断する人間の見立てにも左右されることも

あるとのこと。また、同じ検査でもやり方次第で結

果がかわるとも。う～ん、なかなか難しい。 

 がんの発生率と検査に係る費用を考えると基本

の健康診断の必須項目の中に消化器がんを盛り込

まれる見込みは難しいとのことですが、お住いの行

政機関を利用して安く受けられる検査もあります。

早期発見が難しい種類のがんもありますが、なるべ

く早期発見ができるよう検査を受けるなど、気を付

けたいと思いました。 

 

 

 

 
 

 

第 20回東日本区大会を川越がホストします 

 

お世話になります。一昨日（１１日）、昨日（１２日）

と第３回東日本区役員会が開催され、役員会の議

案として川越クラブが第２０回東日本区大会を川越

でホストすることが認められましたので、是非ブリテンで

報告させていただきます。みなさまのご協力をお願い

いたします。 
 

利根川 恵子  

 

 

 

川越ワイズメンズクラブ４月例会のご案内 

利根川 恵子 

去る、２０１５年４月１２日（日）、第３回

東日本区役員会において、第２０回東日本区大

会が川越クラブをホストクラブとし、川越にお

いて開催されることが承認されました。これで

いよいよ本格的な準備を始めることとなりま

す。 

 その第１弾として、下記のとおり、大会後の

オプショナル・ツァーとして実施が予定される

鉄道博物館・大宮盆栽美術館の下見を行います。

どうぞ、ご家族・知人、友人もお誘いの上、ご

参加ください。 

 

川越ワイズメンズクラブ４月例会～鉄道博物

館・大宮盆栽美術館下見～  

日 程（案） 
 

 １．日時   ２０１５年４月２５日（土）

１３時～１８時 

 

 ２．日程   １３：１５  宇都宮線土呂

駅改札口集合。 

               徒歩にて大

宮盆栽美術館へ。 

        １３：３０  大宮盆栽美術

館見学 

               （招待券あり、

団体受入プログラムの説明有り） 

        １４：３０  大宮盆栽美術

館出発。 

               土呂→大宮

（ＪＲ） 

               大宮→鉄道

博物館（ニューシャトル） 

        １５：００  鉄道博物館見



学（入場料 １，０００円）  

               ジオラマ、ヒ

ストリーゾーンを一緒に見学後、  

               各自で館内

を見学 

        １７：００  館内レストラ

ンにて視察項目の評価協議 

        １７：３０  

 鉄道博物館にて解散 

（希望者は引き続き館内見学。１８：３０まで

開館）        

 

 

鉄道博物館の近景 

 

 

YMCA 報告 

 
【報告】 

3/19(木) 聖書研究会 

3/21-22 クローバー＆グリーンキャンプ 

春の宿泊キャンプ（@東山荘） 

4/4(土) 先生と先生を志す人たちのセミナー 

（@所沢センター）参加者 17 名 

4/4(土) 新年度礼拝（@所沢センター） 

4/8(水) 新年度クラス開始 

 

【予定】 

4/23(木) 聖書研究会 

4/26(日) トースター４月活動 

5/3-4  国際友好フェア 

 

2015 年 4 月 1 日より川越センターは、河合今日子

（常勤）、久篠祐介（常勤）、太田聡（館長・浦和兼務）

の体制となり新たにスタートしております。地域の中

にあって、YMCA に来ると元気がもらえるような場所

となるよう、スタッフ一同笑顔でお待ちしております。

今年度もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

＝編集後記に代えて＝ 

 今回は牛村さんから文章をいただきましたのでご紹

介します。以下は牛村さんからです。 

 

この春休み 5，6 日 富士急ハイランド～江の島の

水族館のコースを男の孫 3人と家族小田原のヒルトン

ホテルに 1 泊しました。 

 このホテルは 10 年くらい前 熱海ＹＭＣＡクラブ

の竹内ワイズ｛一望閣経営｝の案内で厚生年金施設の

リゾート施設を見学。昨年初めて行った時、見たよう

な場所と思い聞いてみたら同じ場所。いまは厚生年金

施設が安く売って アメリカのホテル会社が経営。 

その当時 もう竹内さんは予想していたようです。ア

メリカを何度も往復した方ですから 当時はみかん

山でした。主人が魚好きでよく一望閣のまえをとおり

ます。 

ああいう方がいっぱいＹＭＣＡのメンバーにいて

くれたらと思うのは虫がいいですか？  

でもひとついいのは３．４．５月 格安で泊まれて

大きな温泉プールも付いていて孫たちが大喜びでし

た。この春休み子守をしていたのでいい旅行でした。 

 


