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12 月 

ご覧なさい。あなたはみごもって、男の子を産み

ます。名をイエスとつけなさい。（ルカによる福音

書 1 章 31 節） 

You will be with child and give birth to a son, 

and you are to give him the name of Jesus. (Luke 

1:31)  

 

２０１５年１１月の統計（1１月２８日） 

在籍１１名 出席者９名 （うちメイキャッ

プ1名）出席率８２％ 

 

１２月例会のお知らせ 

１２月１２日（土）午後４：００～ 

会場： 川越 YMCA センター 

クリスマス例会となります。 

楽しいクリスマス例会となるように多くのメンバ

ーの参加を期待します。例年のとおり 1,000 円ほど

の贈り物を用意して下さい。 

 

川越クラブ 1１月例会報告 
山本 剛史郎 

2015 年 11 月 28 日（土）川越ワイズメンズクラブ

の例会が埼玉 YMCA 川越センターで行われた。出席

者は牛村永代、鎌田政稔、河合今日子、松川厚子、森

下千恵子、山崎純子、吉田公代、吉野勝三郎、山本剛

史郎の 9名と、卓話者として持田冴理（もちださゆり）

さんを迎えた。持田さんは 2011 年度～2014 年度に埼

玉 YMCA ボランティアリーダーとして活躍し、また

ご家族も埼玉 YMCA に欠かせない働きをしている。

現在、川越市立大塚小学校の教員になり、その小学校

での働きについて話をしてくれた。 

持田冴理さんは今年 4月から大塚小学校の教員とし

て働き、2 年 2 組の担任をしている。クラスの児童数

は 24 人と少ないが、個性豊かな子どもたち、その保

護者、そして学校の行事に追われているという。あま

り具体的な例は書けないが、毎日毎日、教材研究や子

どもたちの対応に夜 9時半まで学校に残って仕事をし

ているということだ。私が 20 年前に中学・高等学校

の教員になった頃とは大きな違いである。話の後、ど

うしてこのような現状になっていったのかをみんな

で話し合ったが、親（保護者）が教員と協力して子ど

もを育てるという姿勢に欠けているのではないかと

いう話がでた。これは他のクラブでも小学校の現状と

いうことで多くのワイズメンに知ってもらいたいし、

また考えてもらいたいと思う話であった。 

卓話の後、次のことが話し合われた。まず、川越セ

ンター内にワイズメンズクラブの掲示板を設置した

いという意見が出された。これは川越センターと話し

合い、場所や大きさなどを検討してコルク版を設置し、

ブリテンやワイズメンズクラブについての広報を行

っていくことが決まった。次に、次年度の川越クラブ

のキャビネット、特に会長をどうするのかということ

だが、次回の例会に持ち越しとなった。また、2017

年の東日本区大会の準備、役割についてもいろいろと

話がでたが、これも今後、検討していくことになった。 
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第 19 回東日本区「メネットのつどい」に参加して 

～おいしく・楽しく・そして話し合い～ 

吉田公代 

11 月 28 日土曜日快晴： 私は熱海に向けて川越を

出発しました。利根川さんと東京駅で待ち合わせをし、

新幹線に揺られて、車窓から見る富士山と山並みが空

気が澄んでいるせいで、空の青さとマッチングしてと

ても綺麗でした。 

現地、熱海駅集合 11 時ですが、受付の準備があり、

早めに、会場でのハートピア熱海に着きました。参加

人員は 42 名で、盛会に行われました。開催のあいさ

つ、来賓のご紹介ご挨拶から、豪華な昼食となりまし

た。 

副題のとおり、おいしく、楽しく、語らいながら、

食事をすることができ、至福のひと時でした。その後

は、まず、今までの歴史、経緯が元国際会長竹内敏明

様、元メネット国際ディレクター藤井祥子様からお話

しを伺い、今後のメネット事業のあり方について、話

し合いがもたれました。 

参加されたメネット会員は、歴史を感じさせる方々

なので、その発言は重厚で、厳しく、そして、温かみ

にあふれていました。時代背景もあり、厳しい事業に

なると思われますが、継続は力なりなので、メネット

のつどいに参加された方々の、思いをつなげていくこ

とが大事なのではと、深く思いました。 

その後はＭＯＡ美術館を見学し、熱海クラブ会長よ

り、アンチョビのお土産をいただき、それぞれ帰路に

つきました。お腹に満足、心に満足の充実した、つど

いでした。 

 
 

 

川越クラブ会長からのメッセージ 

吉野 勝三郎 

今年も早くも 12 月を迎えました。私は、昨年 4 回

行ったロシアの仕事が途切れ、今年の海外は、アメリ

カに 2 回行っただけでした。その分、昨年より国内で

落ち着いて、いろいろなことができました。 

川越ワイズ関係では、今期も会長を引き受け、更に、

2016・2017 年度の東日本区理事を務める利根川恵子

さんを支援し、特に、2017 年 6 月 3 日（土）・4 日（日）

に予定されている東日本区大会の事務局長も兼務す

ることになりました。この東日本区大会に当たっては、

川越クラブの皆さんの協力が不可欠で、できるだけ早

いうちに、皆さんに協力していただきたい事項を明確

に提示できるようにしますので、その際には、よろし

くお願いします。この大会には、川越クラブの多くの

エネルギーが注がれることになるので、何とか、この

区大会をホストすることを通して、川越クラブのメン

バー増強に結び付けたいと願っています。まず手始め

に、川越センターに、川越クラブ専用の掲示板を設置

させてもらうことにしました。川越センターに出入さ

れる方々に私たちのクラブを知っていただく一歩と

して活用したいと思います。 

会長職は長いとマンネリ化してしまいますので、来

期はぜひともどなたかに会長を引き受けていただき

たいと願っています。 

埼玉ＹＭＣＡ関係では、評議会会長として、後任総

主事の人選を行う委員会を担当しました。来年 4 月に

は、桑原道子さんに代わって、新しい総主事が誕生す

る予定です。 

世界情勢は流動的です。世界平和が保たれることを

切に願います。どうぞ皆さん良い新年をお迎えくださ

い。 

 

 

 

YMCA報告 

11 月 30 日（月）、埼玉ゴルフクラブ（毛呂山町）

にて第 18回埼玉YMCAチャリティゴルフを開催いた

しました。当日は、川越ワイズメンズクラブの鎌田さ

ん、牛村さんを含め計 65 名が参加され、和やかで笑

顔あふれるチャリティゴルフとなりました。今年も川

越ワイズメンズクラブの皆さまからいただきました

協賛品の紅あかを賞品として用いさせていただきま

した。ご協力ありがとうございました。なお今回の支

援金 40 万円は、埼玉 YMCA の子育て支援、障がいの

ある子ども達の支援、東日本大震災支援に使わせてい

ただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～YMCA 川越センター年末年始のお知らせ～ 

2015年 12月 30日～2016年 1月 6日まで休館となり

ます。 

 
 
 
 
 
 


