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会 長   吉野 勝三郎      クラブ会長主題  「 東日本区大会を成功させよう！ 』 
副会長   林  京二    国際会長主題   「Our Future Begins Today 私たちの未来は今日より             

松川 厚子             始まる」 

会 計  山崎 純子   アジア会長主題  「Respect Y’s Movement ワイズ運動を尊重しよう」      

書 記  森下 千恵子  東日本区理事主題 「For the Future, Act Today 明日に向かって、今日動こう」 

                        関東東部部長主題 「組み合わされ、結び合わされて、造り上げられてゆく」 

 
 

１１月 

草は枯れ、花は散る。しかし、主の言葉は永遠に

変わることがない。（ペテロの手紙Ⅰ、1 章 24-25

節） 
The grass withers and the flowers fall, but the word of 

the Lord endures forever.(1 Peter1:24-25) 

 

２０１６年10月の統計（10月15日） 

在籍１１名 出席者６名  出席率５５％ 

 

1１月例会のお知らせ 
 

日時：11 月 26 日（土）午後４：００～ 

場所：川越センター 

 

インビーテーションキャンペーンの実践として、川越

センターのボランティアリーダーＯＢの、今西洋太さ

んが久々ぶりに来てくれます。２０代の若者がどのよ

うに成長されたか、大いに楽しみです。スターバック

スの日本市場での黎明期に就職され、今では店長とし

て頑張っている今西さんの話に期待しましょう。現役

のリーダーも今西先輩の話を聞きに集まってくれる

予定です。多くの川越クラブメンバーの出席を期待し

ます。 

１０月例会報告 

吉野 勝三郎 

１０月１５日は、例会前に、東日本区大会の打ち合

わせを行うため、つくばエクスプレス線、つくば駅に

10：30 に集合を約束したところ、偶然にも、全員が

同じ電車に乗り合わせていました。茨城ＹＭＣＡのご

好意で、会館内の一室を借りて、まずは、東日本区大

会に関する情報交換では、6 月 3 日（土）に行われる

記念講演への一般からの出席者を募るためのパンフ

レットを作成することなどを話し合いました。関東東

部部会への参加をもって、月例会に代えることにしま

したので、別途、報告いたします。 

 

第２０回関東東部部会報告 

吉野 勝三郎 

１０月１５日（土）に、私達が所属する、関東東（部

長 片山啓）部会が、つくば市で開催されました。東

日本区には、７つの部がありますが、その中では一番

小規模な部となります。部の２０周年を記念しての集

会で、記念講演は、元ＡＰＡＹ総主事 山田公平さん

（宇都宮クラブ）から、我々ワイズのメンバーとして、

現在と近未来をどう考えるかとの視点から； 

 

－ミレニアル（millennial）時代 

  今の２０－３５歳の人達を指す言葉として使われ、

人口の約３０％を占めると言われるこの人達が、今後

の社会を背負って行くわけで、この世代の実態を知る

ことの重要性を強調されました。 

 ＊デジタルネイティブ（自意識を持つようになった

時からデジタル） 

 ＊モノより経験。所有より借用。経験の共有を求め

る。 

 ＊第３者評価を尊重。 

 ＊非財務的価値を評価。 

 ＊社会や環境への貢献を期待。 

  → ＹＭＣＡは、ワイズは、このような若者に意

味ある活動を見出し、開始するところになれるのか？ 

 

など、示唆に富んだ内容でした。 

 

当然、川越での東日本区大会のＰＲもしっかりと行っ

て来ました。 

 

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 



 最後に、関東東部２０周年の記念品として、ミニ・

バナー・スタンドが各クラブにプレゼントされました。

このスタンドとポールは、山崎純子メンのご主人が奉

仕されている、いもの子作業所の作品でした。今後の

例会は、このスタンドにミニ・バナーを掛けて開催し

ます。 

 当日の川越クラブからの出席者は、利根川恵子・山

本剛史郎・松川厚子・吉田公代・森下千恵子・吉野勝

三郎でした。 

 
 

 
 

 

チャリティランに参加して 

  吉田 公代 

11 月 3 日毎年恒例のチャリティランに利根川理事と

行ってきました。 

今年も秋晴れの天気に恵まれ、開催地の航空公園は

木々の紅葉と空の青さがとってもきれいでした。10

時集合でランが始まるまでかなりの時間がありまし 

たが、ランに参加する皆さまは高揚していて今か今か

と出発の合図を待ちわびているようでした。 

恒例の準備体操「お肉食べよう体操」がはじまり、

開催となりました。 

YMCA の主催らしく、老若男女、国際的で、和気あ

いあいと参加していました。 

その中で、毎年参加している所沢スイミングクラブ、

すべて 70 歳以上の女子と言うことで、若々しく、ス

ポーツを愛しているのだという、雰囲気を醸し出して

いました。ランも素晴らしかったです。 

川越クラブは、ランに参加はできませんでしたが

（準備不足の為）、利根川理事、吉野会長夫妻、吉田

でお手伝いと観戦参加をしました。 

お昼は、3 クラブ合同で、各自持ち寄りの美味しい

食べ物で、楽しく、合同例会を行い、無事終了となり、

午後のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを終え予定通りの終了となりました。 

好天気に恵まれ、参加したすべての人が、結果はどう

であれ、怪我もなく、すがすがしく楽しい笑顔で、秋

の一日を楽しみました。 

近い将来、老若男女混合チームでラン参加を、川越ク

ラブの目標と致したく皆さま身体を鍛えましょう。 

意義のあるこの大会は、今後も続けて行くことを望

みます。 

 
 

 

 YMCA報告 
≪インターナショナルチャリティーランのご報告≫ 

１１月３日（木・祝）にインターナショナルチャリティーラ

ンが所沢航空記念公園にて開催されました。 

川越センターからは、１４名の子どもたちが３チームに

分かれて参加しました。とても緊張している子や意気込む

子、さまざまいましたが、全員無事に完走することができ

ました。順位は、それぞれ９位・１６位・１９位でしたが、子

どもたちは多くの人に支えられ関わっていることを体験で

きたり、自分が掲げた目標を達成できたり、「５人抜けた

よ！」と喜ぶ子がいたりと、とても充実した１日を過ごすこ

とができました。走ることや順位だけが目的の会ではなく、

イベントを通してさまざまな子どもたちを支えるという趣旨

があり、子どもたちにとって、多くの人に触れ、自分たちで

がんばれることに取り組むというイベントでもあります。皆

さまのご支援のおかげで、今年度も子どもたちが非常に

実りある時間を過ごすことができました。また、今後も皆

様から温かい支援・お声がけをいただけると幸いです。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

▷▷▷▷参加チーム数 27・ランナー数 180・ボランティア数

60・その他来場者数100・支援金958,628円（11/3現在）

◁◁◁◁ 

＊お預かりいたしました支援金は、障がいのある子ども

達の為に大切に用いさせていただきます。 



  

 
 

 
 

 
 
 

≪埼玉ＹＭＣＡフェスティバル/埼玉ＹＭＣＡ会員大会を開

催します≫ 

 イベントの秋、埼玉ＹＭＣＡフェスティバルの季節がや

って来ました。 是非皆さまお誘い合わせのうえ、ご来場く

ださい。また、事前準備や、当日の運営に協力してくださ

るボランティアを募集しています。 下記までご連絡くださ

い。 

 今年は「埼玉ＹＭＣＡ会員大会」も同日開催いたします。

事業報告やボランティアリーダー委嘱等が行われますの

で、こちらも是非ご参加ください。 

 【 問合せ 】所沢センター ０４－２９３９－５０５１ 

 【 開催日 】１１月２３日（水・祝） 

 【 会場 】所沢センター 

 【 予定イベント 】 

 ▼模擬店／焼きそば・焼き鳥・ホットドック・綿菓子などを

出展予定です！ 

 ▼こども広場／リーダーと、オリジナルゲームで盛り上が

りましょう！ 

 ▼展示＆喫茶／埼玉ＹＭＣＡで取り組んでいる様々なプ

ログラムをご紹介いたします！ 

 ▼ラッフル抽選会／１枚１００円の空くじなしの抽選券を

販売いたします。素敵な豪華賞品をご用意しています！ 

【 同日開催 】埼玉ＹＭＣＡ会員大会 

≪冬春プログラムガイド（キャンプと水泳・体操講習会）申

込受付中≫ 

 冬休み、連休、春休みと、寒さを吹き飛ばすプログラム

のラインナップです。すでに受付が始まっています。お申

し込みご希望の方はお早めに！ 

◆English Preschool（２～３歳／所沢） 

◆English Winter School（年少～小６／浦和・所沢） 

◆English Camp for Global Leadership "ECGL"（中２～高

３／御殿場） 

◆水泳・体操子ども短期講習会（年少～中３／所沢） 

◆スキーキャンプ各種（年少～高３／１泊～３泊） 

◆アクティブスクール（年少～小６／５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/201

6/20161017PG.pdf 

 

 

≪フィリピンワークキャンプ参加者募集中≫ 

 長い歴史を誇るフィリピンワークキャンプを３年ぶりに実

施します。 

 ２８回目を迎えるこのキャンプは、日本から参加するボ

ランティア、現地ＹＭＣＡに集うボランティア（大学生や社

会人）、村民が集い、共に生活しながら村でのワークに取

り組みます。文化の違いや言葉の壁に直面しながらも、

肩を並べてワークに励む参加者たちは、互いのやさしさ

に触れ、歩み寄る勇気を見つけ、目に見えない大切な気

持ちを育んで毎年帰国しています。 

 事前説明会は随時開催しています（所沢、浦和、川越セ

ンターにて）ので、お問い合わせください。 

 

【 日程 】２０１７年２月１７日（金）～2月 28日（火）１１泊１

２日 

【 場所 】フィリピン共和国パンガシナン州 

【 参加資格 】１６歳以上の方 

【 募集人員 】２０名 

【 内容 】地域社会のための生活インフラ整備等のワーク

やその他の支援活動・ホームステイ・村及び小学校での

レクリエーション活動・交流等 

【 費用 】１８５,０００円（予定） 

【 申込／問い合わせ 】所沢センター 国際・語学教育部

０４－２９３９－５０５１ 

 international@saitamaymca.org 

【 パンフレットのダウンロード 】 

 

http://www.ymcajapan.org/saitama/information/pdf/201

6/20161026pwc.pdf 
 

 
 

川越紅あか芋今年も販売が始まりました。 
 

秋たけなわ、食欲の秋です。今年も紅あか芋

は豊作。 焼き芋、ふかし芋、天ぷら、きんと

ん、大学いも、まだまだレシピは尽きません。

別紙ご案内にてどうぞ 

お買い求めください。 
 
  

http://www.ymcajapan.org/saitama/information/pdf/2016/20161017PG.pdf
http://www.ymcajapan.org/saitama/information/pdf/2016/20161017PG.pdf
mailto:international@saitamaymca.org
http://www.ymcajapan.org/saitama/information/pdf/2016/20161026pwc.pdf
http://www.ymcajapan.org/saitama/information/pdf/2016/20161026pwc.pdf


 

 

 

故・工藤徹さんが始められたチャリティ「川越イモ紅あか金時」販売は、昨年も皆様のご協力によ

り継続することが出来ました。今年もまた、引き続き行っていきますので、よろしくお願いいたし

ます。 

川越ワイズメンズクラブは、学校になじめない子どもを守り育てる放課後等デイサービス・クロ

ーバークラブなど埼玉 YMCA の社会事業を支援しています。その為のファンドに３百年伝統の名

産「川越イモ紅あか金時」を斡旋販売しています。今年も予約をお受けしていますのでよろしくお

願いします。おイモの嫌いな方は１口 500 円のチャリティ歓迎です。 

 

５㎏（運賃込み）2,750 円 ／ １箱 

10 ㎏（運賃込み）4,850 円 ／ １箱 
       

注意点：サイズはＭ・Ｌ・ＬＬの混合となります（サイズ指定はできません） 

手渡しはなく、すべて発送にさせていただきます 

収穫は１１月上旬からのため、発送はそれ以降となります 

関東以外の遠隔地においては別途送料 100～５00 円かかります。 

 

注文先：川越クラブ 山崎 純子（やまざき あつこ） 

住所：〒350-0046 川越市菅原町 7-16 埼玉 YMCA 

TEL.：049-226-2491 ／ FAX：049-226-2304 

メール：kawagoeysmensclub@yahoo.co.jp 
下記の注文票を川越クラブ山崎宛にメール・郵送・FAX 等でお送り下さい。 

― ― ―  ― き ― ― り ― ― と ― ― り ― ― ― ― 

 

【紅あか金時注文票】 
 

５㎏→   箱（     円） ／ 10 ㎏→   箱（     円） 

 

ﾁｬﾘﾃｨ→   （     円） ／ 合計→   箱（     円） 
（発送後、請求書をお送りしますのでお振込みください） 

注文者氏名 ：                         

住所 ：〒    －                   

                                 

電話番号：                         

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：                         

 

発送先（上記と同じ場合は記入の必要はありません。請求書は注文者に届きます。） 

      発送    ： ５ｋｇ ： 箱、１０ｋｇ ： 箱 

氏名 ：                         

住所 ：〒    －                   

                                 

電話番号：                         
[発送先が複数になる場合は、この用紙の裏もご利用ください]   

注文者氏名 ：                         

別紙ご案内 



発送先２（請求書は注文者に届きます。  以下同様） 

      発送    ： ５ｋｇ ：  箱、１０ｋｇ ：  箱 

氏名 ：                         

住所 ：〒    －                   

                                 

電話番号：                         

 

 

発送先３ 

      発送    ： ５ｋｇ ：  箱、１０ｋｇ ：  箱 

氏名 ：                         

住所 ：〒    －                   

                                 

電話番号：                         

 

 

発送先４ 

      発送    ： ５ｋｇ ：  箱、１０ｋｇ ：  箱 

氏名 ：                         

住所 ：〒    －                   

                                 

電話番号：                         

 

 

発送先５ 

      発送    ： ５ｋｇ ：  箱、１０ｋｇ ：  箱 

氏名 ：                         

住所 ：〒    －                   

                                 

電話番号：                         

 

 

発送先６ 

      発送    ： ５ｋｇ ：  箱、１０ｋｇ ：  箱 

氏名 ：                         

住所 ：〒    －                   

                                 

電話番号：                         

 
 


