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2016 年 2 月 

神は、このダビデの子孫から、約束に従って、イ

スラエルに救い主イエスをお送りになりました。

（使途言行録 13 章 23 節） 

From this man’s descendants God has brought to 

Israel the Savior Jesus, as he promised. (Acts 

13:23) 

 

２０１６年１月の統計（1月２３日） 

在籍１１名 出席者１０名 出席率９１％ 

 

２月例会のお知らせ 
２月２７日（土）午後４：００～ 

会場： 川越 YMCA センター 

  

当初、放課後等デイーサービスで奉仕して下さって

いる、佐々木仁子（ささき ひろこ）先生からお話を

うかがう予定でしたが、体調を崩され、復帰直後であ

ることから、代わって、川越センターの職員である、

久篠 祐介（くしの ゆうすけ）さんから、自己紹介

を兼ねて、川越ワイズメンズクラブのメンバーとコミ

ュニケーションの時とすることになりました。 

久篠さんは、現在当日の講話の原稿を準備中です。

私たちのクラブの一番近くにあるセンターの貴重な

人材として、久篠さんの情熱を共有する機会になるこ

とを期待します。又、1 月例会では、皆さんの 2016

年の抱負を聞く時間が取れませんでしたので、そのた

めの時間も取れることを願っています。更に、時間の

取れる方は、例会終了後、久篠さんを招いての会食に

参加してください。私は、アメリカ出張中の予定で、

欠席となりますが、盛会を祈ります。 

川越ワイズメンズクラブ 会長 

吉野 勝三郎 

１月例会報告 

 １月２３日（土）川越ＹＭＣＡセンターで１月定例

会が開かれました。 

東日本区会員の推移について、利根川メンからの報

告がありました。内容については以下のとおりです。 

 1997 年に日本区が東西日本区に分かれて以来、横

ばいに近い状態で推移していた会員数が、2011 年か

ら下降の一途をたどり、残念ながら 2013 年に 1，000

名を割ってしまった。それ以来、さらに下降が続いて

いる。健全な財政の確立や団体としての活気を取り戻

すためには、何とか 1，000 名の大台に乗せることが

急務である。 

東日本区会員数の推移
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 さらに、会員の平均年齢の推移を見てみると、2012

年から、毎年おおよそ１歳ずつ上昇しているのが分か

る。この統計は女性会員がふくまれていないので、男

性のみのデータであるが、平均年齢が上がっているこ

とには変わりはない。若いメンバーの獲得が望まれる

が、そのためには若い人々を引きつける活動とは何か、

ワイズの体質を見直すことも求められている。 

THE SERVICE CLUB TO THE YMCA     AFFILIATED WITH THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF Y’S MEN’S CLUB 
 

 

 

 

The Y’s Men’s Club of Kawagoe 

〒３５０－００４６ 川越市菅原町７－１６ 

tel：049-226-2491 fax：049-226-2304 

c/o Kawagoe YMCA、 7-16 Sugawara-cho、 Kawagoe、 Saitama 350-0046 Japan 



 

東日本区平均年齢の推移

50

52

54

56

58

60

62

64

1997 2007 2013 2014 2015

Ave. 63.22015.7
 

 

 なお、２０１６年１月１日付けの後期半年報による

と、東日本区会員数は、９２０名となった。これは、

２０１５年７月１日付けの前期半年報より＋１８名

の数字である。関東東部も２名増加となっている。こ

の勢いで、１，０００名の大台に乗れるよう、川越ク

ラブも含め、各クラブの奮起が望まれる。 

 

「埼玉ＹＭＣＡチャリティ・コンサート 

with ＹＭＣＡリーダース」報告                                     
利根川 恵子 

 所沢、川越、に続き、今年度第３回の埼玉ＹＭＣＡ

チャリティ・コンサートが、去る１月３０日（土）、

日本基督教会浦和教会で開催されました。これは昨年

度から実施している埼玉ＹＭＣＡ設立４０周年記念

募金運動の一環として行われているものです。    

 当日は、降雪が心配されましたが、幸いにもお天気

にも恵まれ、60名を超える参加者が来場しました。 

 コンサートは、渡辺恵理さんのピアノ独奏に続

いて、冨田理恵さんのエレクトーンとの競演があ

り、モーツ宮駅 徒歩１５分） 

アルトの「ピアノソナタ第１５番第１楽章」が演奏さ

れました。冨田さんのエレクトーンがまるで本当にオ

ーケストラが来て演奏しているような迫力で、ピアノ

ソナタをたった二人で演奏しているとは思えないほ

どでした。エレクトーンのすごさを実感しました。 

 
 会場を魅了した冨田恵理さんによるエレクトーン

演奏 

 

 さらに、冨田さんのエレクトーン独奏が第２部にあ

り、第３部では、冨田さんとＹＭＣＡリーダー達が練

習を重ねたパネル・シアターによる「はらぺこあおむ

し」と「コンコンクシャン」が披露されました。客席

の子どもたちが食い入るように見つめたり、楽しそう

に身体を動かして一緒にダンスをしたりという光景

がみられ、ステージと会場が一体となった素晴らしい

コンサートでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ワイズメンズ・クラブは、他のコンサート同様、記

念グッズの販売担当で、所沢クラブの小関さんと私で、

クッキーとどら焼きを宣伝し、完売にこぎ着けました。 

  
 

 2年間継続してきた、埼玉ＹＭＣＡ設立 40周年記念

募金も、あとは 3月２１日（祝）の「募金感謝コンサ

ート」を残すのみとなりました。次回のコンサートの

詳細は以下のとおりです。 

【 日時 】３月２１日（祝・月） 

     １４：００～１５：３０ 

【 演奏 】柳瀬 洋さん（クラリネット演奏）     

【 会場 】日本キリスト教団 埼玉新生教会（さ

いたま市中央区上落合７－９－１１／JR 埼京線 

大宮駅 徒歩１５分） 

 

使用済み切手・プルタブ収集結果 
              森下 千恵子 

 去る２月１５日が締切であった使用済み切手で

すが、最終的に日本切手２５０ｇ、外国切手は微

量でしたが、関東東部・国際・交流事業主査とし

て、買取業者であるフクオに送付しました。 

 切手の代金はＢＦ基金に寄付されます。 

 また、ユース事業の一環として収集しているプ

ルタブですが、今回は、１．９８ｋｇを川越クラ

ブとして、東日本区事務所に提出しました。 

 以上、ご報告します。 

 
 
 

 

パネル・シア

ター「コンコ

ンクシャン」 



YMCA報告 

①３月２１日開催予定の「募金感謝コンサート」案

内チラシや当日配付「プログラム」への広告協力金

を募集しています。(2 月末日〆切) 

 個人は１口  １，０００円でチラシ・プログラム

に１２ポイントでお名前を記載します。 

 団体は１口  ５，０００円をいただき、１４ポイ

ントで団体名・住所・電話番号を記載、企業は１口 

１０，０００円で１６ポイントで企業名・住所・連

絡先を記載します。 

【応募の連絡／問い合わせ 】 

 埼玉ＹＭＣＡ本部事務局  ０４－２９３９－５

０５１ 

Email  office@saitamaymca.org 

 

 ② 1月 27日（水）～1月 28日（木）に高尾の森わく

わくビレッジにて東日本地区 YMCA スタッフ研修会が

終了しました。参加者 21 名のうち埼玉ＹＭＣＡからは

川越センターの久篠を含め４名が参加しました。当日

の研修の様子や感想等は、次回例会の際に、久篠か

ら直接お話しさせていただきます。 

日頃の皆様のご協力に感謝いたします。 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

＜春のプログラムガイド申込受付中＞（幼児～高校

生対象） 

連休、春休みを楽しく有意義に過ごすプログラムのラ

インナップです。 

１２月１２日から受付中。お申し込みはお早めに！ 

 

◆English Preschool（２～３歳、新年少／所沢） 

◆English Spring School（新年中～小６／所沢） 

◆English Spring Camp（新年中～少６／御殿場） 

◆水泳・体操子ども短期講習会（新年少～新中３／所

沢） 

◆スキーキャンプ各種（年少～高３／１泊～３泊） 

◆スプリングデイキャンプ（新年中～小６／２日間通

い／所沢） 

 

パンフレットのダウンロード 

http://www.ymcajapan.org/saitama/information/pdf/20
15/20160129spring-guide.pdf 
 
 
 
 
 

＝＝＝ 編集後記 ＝＝＝ 

節分も終わり、暦の上では春なのですが、２月は

最も寒い時期。お水取りが終わるまでわずか一月。

寒さがこたえますねぇ。 

今年は比較的暖かな冬だったようでに思います。、

インフルエンザも流行っているようですが。 

皆様もどうぞお気をつけてください。 

Ｃ.Ｍ 
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