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会 長   吉野 勝三郎    クラブ会長主題   「 クラブ 20年の歴史を振り返り、ＥＭＣにつなげよう！ 

副会長   林  京二    国際会長主題    「Let Us Walk in the Light-Together ともに、光の中を歩もう」                

松川 厚子   アジア会長主題  「Respect Y’s Movement ワイズ運動を尊重しよう」        

会 計    山崎 純子    東日本区理事主題 「Extension Membership ＆ Conservation 広げよう        

書 記  森下 千恵子            ワイズの仲間」  

                       関東東部部長主題 「義務を果たして、クラブと関東東部の活性化を図ろう」 

 
 

7 月 

わたしたちの本国は天にあります。そこから主イエ

ス・キリストが救い主として来られるのを、わたし

たちは待っています。（フィリピの信徒への手紙 3

章 20 節） 

Our citizenship is in heaven. And we eagerly await 

a Savior from there, the Lord Jesus Christ.  

(Philippians4-20) 

 

２０１６年６月の統計（６月２４日） 

在籍１１名 出席者６名  出席率５５％ 

 

７月例会のお知らせ 

日 時：７月２９日（土）午後４：００～ 

場 所：YMCA 川越センター 

テーマ：“日本ＹＭＣＡ同盟が推進する新しいスローガ

ンとロゴに関する説明” 

    埼玉ＹＭＣＡ総主事 小谷 全人氏 

上記のテーマを、小谷総主事から説明してもらいま

す。重要な案件ですので、ぜひとも多くのメンバーが

出席してくれることを期待します。 

 

◆今後の例会予定◆ 

8 月例会は、“アジア・太平洋地域大会”報告       

7 月 2１日（金）～23 日（日）にタイ・チェンマイで

開催される国際大会の様子を、参加者から報告しても

らいます。夏バテにならないで、ぜひ出席願います。 

9 月の例会は、9 月 16 日（土）に、プロの写真家、

島崎 賢一さんが卓話を引き受けてくれました。島崎

さんの仕事の紹介と、写真の撮り方についてアドバイ

スをしてくれます。当日は、自分の自信作を、電子デ

ータとして持参するか、事前に会長まで送って下さい。

それを見ながら、より見栄えのする撮影方法を教えて

くれます。楽しみにしていて下さい。 

又、今年度中には、栃木県足利市の「こころみ学園」

のココファームの見学会も実現したいと思います。 

 

6 月例会報告 

吉野 勝三郎 

利根川年度の川越での大会を終えて、一息ついてい

る中での例会で、残念ながら出席者は少なかったです

が、今年度（2017 年 7 月～2018 年 6 月）について、

忌憚のない話し合いをすることができました。今年も

私が会長を引き受けることになっていますが、マンネ

リに陥らないよう、日々新たに、活動を進めたいと思

います。 

今年度の会長主題は、“クラブ 20 年の歴史を振り返

り、ＥＭＣにつなげよう！”とさせてもらいます。“会

費を見直すべきではなか”、“例会を社会見学と併せて

持ったらどうか”、“通年で販売できる川越クラブらし

い商材はないか”、“アースデイ・イン・川越への関り

方の再検討”、“川越市との関係の深化策”、などなど、

検討課題が出されました。会員皆さんの意見に耳を傾

け、２０周年以降に繋げて行きたいと思いますので、

１年間、よろしくお願いいたします。 

 

熱いワイズ魂が炸裂～第 20 回西日本区大会～ 

利根川恵子 

 東日本区大会が終了し、ホッとした気分のまま、次

の週末の 6 月 10 日（土）～11 日（日）に、熊本で開

催の西日本区大会に参加しました。 

 昨年の熊本地震の影響で、予定していた熊本市内の

会場が使用不可能となり、初日は菊池市文化センター

で開催されました。参加者750名という大きな大会で、

晩餐会からは熊本のホテル日航に移るため移動時間

も考慮し、第 1 日目のプログラムは手際よく進められ

ました。開会式で私も挨拶をさせていただき、熊本地

震発生後のワイズメン、メネットによる支援活動で示
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された、熱いワイズ魂を賞賛させていただきました。 

  

 初日のハイライトは、熊本水前寺クラブ加盟認証状

伝達式でした。熊本ＹＭＣＡ水前寺幼稚園の保護者を

中心に設立された新クラブは、宮﨑隆二・九州部長が

会長に就任し、20 名のメンバーで出発です。岩本年度

2 つ目の新クラブ設立ということで、エクステンショ

ンにも熱いワイズ魂が感じられました。 

 また、晩餐会では、大阪泉北クラブと呉クラブのＤ

ＢＣ締結式も行われました。阪神タイガースと広島カ

ープのユニフォームを着用してのセレモニーは大盛

り上がりで、東日本区とひと味違うワイズ魂を見る思

いでした。  

 

晩餐会の最後に、第 21 回東日本区大会のアピール

もあり、もうすでに次の年度が始動していることを実

感しました。 

 

 
 

 晩餐会後に、ＤＢＣである北九州クラブのメンバー

と交流会を持ったのですが、写真を撮り忘れ、文章だ

けの報告となります。松田四治会長、宮川詩麻さん、

宮﨑郷子さん、新しいメンバーの曽我部久さんと近況

報告など、楽しい語らいの時間となりました。宮川さ

んの著書である「いのちの光」の映画化が本格化し、

クラブを挙げて資金集めに奔走しているそうです。

（添付のチラシ参照）ＤＢＣとして、何かご協力がで

きればと思案しています。 

 大会後のエクスカーションで、気の遠くなるような

復興作業が続く熊本城を見学しました。崩れた石垣の

石を一つ一つ測定し、ナンバーを付け、データベース

に入れて元に戻すという作業が行われています。20

年かかるというのも頷けました。 

熊本の太陽のように熱いワイズ魂に圧倒されなが

らも、その力強さからエネルギーをいただいた西日本

区大会の 2 日間でした。 

 

 

 

～201７‐2018年度会費振込のお願い～ 

 

 

★郵便局からの送金の場合は 

送付先 ゆうちょ銀行 

記 号 １０３００ 

番 号 ６１２８１３７１ 

口座名 カワゴエワイズメンズクラブ 

 

★ゆうちょ銀行以外からのお振込の場合は 

店 番 ０３８ 

種 別 普 通 

番 号 ６１２８１３７ 

口座名 カワゴエワイズメンズクラブ 

 

以上のとおりよろしくお願いします。 

 



 

 YMCA 報告 

 
＜夏季リーダートレーニング開催＞ 

6月 10日～11日に本栖いこいの森キャンプ場におい

て埼玉 YM CAの夏季リーダートレーニングを行いまし

た。3センターから現役リーダーOG リーダーが集い、

講義やトレーニングを受けるだけで なく、歌唱指導、

プログラムの進め方等の時間を多く取り入れた実 践

でした。今回の体験を通してリーダー一人ひとりが自

ら対面する 困難や不安を自信に変えることができた

と思います。期待をもって YMCAの夏のキャンプに参

加しようとする子ども達、送り出そう としている保

護者の方々の願いにこたえられるよう、安全にそして 

実りあるキャンプにしていきたいと思います。 

 

＜クローバー＆グリーンキャンプ開催＞ 

今年も名栗げんきプラザ（飯能市）にて、クローバー

＆グリーンキ ャンプを行いました。このキャンプは、

子どもたちがキャンプ生活 を通して自分たちの身支

度や荷物整理等生活で必要なことを体験し 、仲間と

共に過ごすソーシャルスキルトレーニング実践の場

です。 天気にも恵まれ、ケガもなく無事に終了しま

した。 

 

＜ワイズメネット会が絵本を寄贈＞ 

今年度も、ワイズメネット会より絵本の寄贈があり

ました。昨年までは 5冊でしたが、今年は 3冊となり、

全国からの依頼数が増えた ことが予想されます。す

でにクラスの中でも活用させていただいて おります。

毎年ありがとうございました。 

 

 
 

＜7月 7日～8日全国 YMCA発達支援事業担当者会出席

＞ 

大阪 YMCAにて 14YMCAと同盟で計 28名を超える方々

が参加し、貴重な情報交換がされました。埼玉から河

合、太田統括が参加しました。これまでは制度的な理

解を中心に進めてきた部会が今 回から担当者会とな

り、日々現場で対面する私たちが子どもや保護 者と

一緒に何を目指していくかを話し合う場もありまし

た。同じ思いを持つ全国の仲間と出会い、交わりを通

して私自身が希望 を持ち、パワーをいただいてきま

した。このパワーと良き学びを埼 玉 YMCAの発達支援

事業に関わる一人ひとりの力につなげていきたいと

思います。 

 

＜夏の子ども短期講習会＆キャンプ好評＞ 

毎年、この時期にはまだ空きがありますが、今年は受

付開始後まもなく満員となり、現在ほとんどのプログ

ラムでキャンセル待ちとなっております。ご希望の方

がいらっしゃいましたら、お早めにお問い合わせくだ

さい。 

 

＜その他＞ 

7月 23日～8月 28日までクローバークラブ川越の夏

のプログラムが始まります。 

この期間はスタッフが引率等で不在なことが多くな

ります。 

ご来館の際には、事前にお電話いただきますようお願

いいたします。 

 
リーダートレーニングにて 

 

 
 


