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 5月本例会プログラム 

日時 2015 年５月９日（土）１８：００～ 

場所 所沢センター ２０８～２０９ 

受付・会計  栗原 

司会    大澤 

 １ 開会点鐘         小関会長 

 ２ ワイズソング 

３ ワイズの信条 

４ 聖書・祈り         渋谷弘祐 

５ 会食    ＜会費1000円＞ 

６ ゲスト紹介 

７ 卓話 「少子高齢化について」栗原成晃 

８ YMCA報告         小谷主事 

９ ワイズ報告          小関会長 

10  誕生・結婚記念   松下敦子・小関京子 

11 にこにこ献金        栗原成晃 

12 閉会点鐘 

  

 

 

 

 

 

 

 

他のクラブの震災支援活動  関 喜一郎 

 所沢クラブでは、毎月募金活動をしております

が、4 年経つと、残念ながら成果が上がっておりま

せん。しかし、今でも多くのワイズが被災地への支

援活動を行っています。昨年 11 月仙台 3 クラブを

中心に、北東部、東日本区が支援した、被災地少年

サッカー大会の報告は、致しましたが、4 月 11 日に

開催された金沢八景クラブ主催の「芸能祭り」では、

昨年仙台ＹＭＣＡへ 15 万円ほどを献金したそうで

す。  第 9 回を迎えたこの芸能祭りは、カラオケ

教室、日舞教室に声をかけ、3 千円の参加料で自慢

の歌や踊りを披露できるわけです。100 名を超える

参加者が、きらびやかな衣装を着て、華やかな舞台

で歌や踊りを披露する一日になります。特に女性の

皆さんは、早朝から美容院で髪を整え、開場一時間

以上前には会場に着くほど気合が入っています。金

沢八景クラブの皆さんも、プログラムに載せる広告

取り、プログラム編集、当日の受付、場内整理、ス

ポットライトなど皆さん一日中忙しく芸能祭りの運

営をして、今年も無事終了しました。私も 5～6 名

のチームの一員となり、舞台の華やかな姿を写真に

収め、500 円の震災募金をしていただいた方に 3 パ

ターンの写真をＰＣでコピーし写真額と共に差し上

げます。一年間の練習の成果を披露できる参加者、

汗をかきながら運営する金沢八景クラブの皆さんの

成果が、仙台ＹＭＣＡへの募金となりました。その

一助として、参加者にも喜んでもらえる写真募金が

できることを感謝しております。来年に向けて、い

まから一年間をかけ 100 枚を超える手ごろな写真額

を集めています。 

会 長 小関京子 クラブ会長主題  [喜びをもって奉仕しよう]  

副会長 林 秀雄 国際会長主題  「Talk less ,Do more」 

 松下友紀 アジア会長主題 「Start Future Now」 

書 記 大澤和子 東日本区理事主題 「 誇りと喜びを持って」 

会 計 関喜一郎 関東東部部長主題 「つなげようワイズのこころ」 

今月の聖句 

「狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、

その道は広いからです。そして、そこから入って

いくものが多いのです。」マタイ７：１３ 

 

 4 月のにこにこ 5900 円、累計 41.071 円 

 出席率 ４６パーセント 

 4 月例会出席 1５名(在籍 13 名) 

（ゲスト 7 名、メネット１名、メーキャップ１名） 

 震災募金 ４月はなみずき祭り（24.732 円）

4 月の街頭募金（9926 円）累計 73.502 円 

5 月 2015 年度 通巻 321 号 EF/JEF 



 準備会報告 大澤 和子 

○ 例会参加者は、弁当注文の都合上、申し込みを

してください。 

○５月例会プログラム、６月例会プログラム、次期

役員について。 

 ワイズ報告 小関 京子 

 

① 東日本支援バザー＠小手指はなみずき祭り 

所沢ワイズメンスクラブ埼玉 YMCA のブースで

18 日、19 日とはなみずき祭りにて、東日本大震災

のための支援バザーを行いました。 

二日間で 24.732 円（バザー→15.165 円 募金→

9.567 円）の支援金ができました。YMCA を通して、

被災地にお届けいただきます。 

たんとう主事の小谷さんには、二日間大変お世話

になりました。 

木下房子さんと工藤さん（プール会員）には、18

日の午前中ご奉仕いただきました。 

小関と大澤さんは 18 日の午前と 19 日の午後の奉

仕でしたが、楽しみました。木下ひろみさんと 

小野塚さんもお忙しい合間をぬって駆けつけてくだ

さいました。 

また、職員のジュンリーダーや、タネリーダーも

休日を返上して駆けつけてくださり、感謝です。 

以前ワイズの会員でした白倉さんが、手作りのお

箸入れをたくさん送ってくださいました。 

友人は帽子等を編んでくださいました。 

最終日の午後ぎりぎりでしたがウォッ シュレッ

ト等の芳香剤もたくさんお届けいただき感謝でした。  

献品をしてくださったみなさま、募金をしてくだ

さった皆様、購入をしてくださった皆様ありがとう

ございました。 

なお、多少の売れ残った献品は、武蔵豊岡教会の

バザーを経て、NPO 法人しのひに引き取っていただ

きます。 

 

② 椿峰校区にお住まいの武山ますみさんのお力で、

椿峰小学校でプルタブ収集に協力していただけるか

もしれないとのことで、高野校長先生にお目にかか

ってきました。前向きに検討していただけそうです。 

 

 ４月例会報告     須田 聖子 

大澤和子さんによる卓話「一人一人に寄り添う

学習支援ジョイスタディー」は、大澤さんの子供

への愛と寄り添う喜びに満ち溢れたものでした。

改めて、人はどこでたれと一緒に学び育つのかを

考えさせられました。 

また、ジョイスタディーの第２回教育講演会の

講師田中和香子さんのピアノ伴奏で息子さんがビ

ートルズの二曲を歌ってくださいましたが、出席

者にとって素敵なハッピーサプライズでした。 

 

 

 評議会報告      大澤和子 

4月１８日東京YMCA東陽町センターにて第３回

評議会と次期役員研修会が開催されました。今回は、

私一人の参加でした。 

１ 東京江東クラブの鈴木雅博氏が次期関東東部

部長に、茨城クラブの片山啓氏が次次期関東東部部

長に承認されました。 

２ 書記：小松重雄氏（東京江東） 

  会計：酒向裕司氏（東京江東） 

 

地域奉仕事業主査：中野栄一郎氏（東京江東） 

会員増強事業主査：金丸満雄氏（東京ひがし） 



東日本大震災報告   金丸満雄 

 

4 月 25 日、所沢クラブが行っている震災募

金活動にお邪魔しました。 

西武線所沢駅にて行っているこの募金活動

は、震災後毎月所沢駅にて行われています。3

年にわたって毎月行われているこの活動にこ

ころより敬意を表します。 

 

最近はメンバーの参加が少なくなり、小関会

長と大澤書記のコンビで活動しているそうで

す。お二人の絶妙なタイミングの声かけに感心

しました。片方の手で募金箱を持ち、もう片方

の手で横断幕を持ち、そして声かけの一時間、

お二人の頑張りに頭が下がります。小関会長が

訴える「忘れないで」の声が響きます。無関心

顔で通り過ぎる通行人の多さに寂しい思いが

した１時間でした。 

 

 

 

国際交流事業主査：森下千恵子（川越） 

ユース事業主査：衣笠輝夫氏（埼玉） 

上記のとおり承認されました。 

３ 関東東部部長金丸満雄氏が東日本区代議員に

承認されました。 

 

 YMCA報告      小谷 全人 

 

4 月 4 日（土）に、小関会長をはじめとする

西埼玉 LD 研究会の皆様のお支えをいただきな

がら、例年実施している「先生と先生を志す人

のための特別支援教育実践セミナー」を開催し

ましたが、現在教職にある元リーダーの高橋正

樹さんが講師として YMCA へ帰って来てくれ

ました。彼は学生時代埼玉 YMCA のリーダー

として活動し、所沢ワイズの皆様が激励に訪れ

てくださった夏季リーダートレーニングキャン

プに参加していた 1 人でもあります。次代を担

う指導者の養成において、ワイズメンの皆様と

の協働が、確かにつながっていることを実感で

きた一時でした。今年度も各事業の実施と共に

リーダートレーニングを実施していきますので、

変わらぬお支えをお願いいたします。 

 

＜40 周年記念募金＞ 

昨年度来実施しております 40 周年記念募金

ですが、募金委員会にて今年度も継続実施され

ることとなり、様々なアクションが協議されて

います。お覚えいただき、引き続きご協力いた

だけますようお願いいたします。 

 

＜全国 YMCA 水上安全キャンペーン＞ 

6 月 28 日（日）に水上安全キャンペーンを行

います。今回は、2017 年に迎える YMCA が日

本で最初の室内プールを造って 100周年を記念

として、全国のプールがある YMCA で同日一

斉開催します。 

（この件については 5 月に詳細をお伝えしま

す） 

 

 

 


