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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」 

 
 

8 月 

天は神の栄光を物語り、大空は御手の業を示す。 

詩篇 19編１節 

The heavens declare the glory of God. The expanse 

show his handiwork.(Ps.19-1) 

２０１６年７月の統計（７月２９日） 

在籍１１名 出席者８名  出席率７３％ 

 

８月例会のお知らせ 

日 時：８月２６日（土）午後６：００～８：００ 

（普段の時間と異なりますので、ご注意下さい。） 

場 所：YMCA 川越センター 

・関東東部部長訪問日 

・アジア・太平洋地域大会（タイ・チェンマイ）

報告 

 ユースで参加された、永坂仁さん（独協大学生）の

報告もあります。埼玉・所沢クラブからも参加される

予定です。 

 

＜9 月の予定＞ 

9 月 16 日（土）例会 午後４：００－６：００ 

 －東日本区大会でお世話になった、川越在住の

プロ写真家、島崎賢一さんの卓話です。 

  自分の自信作を、電子情報で私に送って下さ

い。当日、島崎さんがアドバイスしてくれます。 

9 月 30 日（土）関東東部部会 

  場所：千葉市美術館 （千葉市中央区中央 3－10

－8） 

 受付：13:30   終了：18:30 

 

７月例会報告 

吉野 勝三郎 

出席者：牛村永代、生川美樹、河合今日子、小谷全人、

利根川恵子、森下千恵子、山崎純子、山本剛史郎、吉

田公代、吉野勝三郎  

１．埼玉 YMCA の、小谷全人総主事から、日本 YMCA

同盟が推進している、“日本のすべての YMCA が

一斉に導入しようとしている、ブランドスローガ

ンとロゴについて説明がありました。詳細は、非

公開ということですので、もうしばらくお待ち下

さい。埼玉 YMCA の職員に対する説明会は、8 月

27 日（日）に開催されるそうです。 

２．DBC を結んでいる、北九州クラブから、当地の

“玄海ラーメン”と“合馬天然水”を贈っていた

だきました。感謝して当日の出席者で持ち帰らせ

てもらいました。写真をご覧下さい。持ち帰って

も、さらに残った分は、川越センターで活躍して

いる、食べ盛りの高校生のお腹に入りました。彼

らは、6 月の東日本区大会でも活躍してくれまし

た。北九州クラブの皆さんに深く感謝いたします。 

３．今年度の今後の予定を話し合いました。取り急ぎ、

8 月と 9 月についてお知らせします。 

 
9 月例会写真 手に持っているのは 

玄海ラーメンと合馬天然水です。 

 

2017－2018 年度 関東東部「第 1 回評議会」

報告 

吉野 勝三郎 

 

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 



 

日 時：2017 年 7 月 15 日（土） 13:30～16:30 

場 所：東京ＹＭＣＡ 東陽町センター 

出席者：利根川 恵子、森下 千恵子、山崎 純子、

吉田 公代、吉野 勝三郎 （あいうえお順） 

 

今年度の長尾 昌男部長（千葉クラブ）主催の初め

ての会合となりました。利根川 恵子さんは、直前理

事として、吉田 公代さんは今年度の部の国際・交流

事業主査として、他の 3 名は、川越クラブの会長・書

記・会計として、フルメンバーの出席となりました。 

東京ＹＭＣＡの事業再編により、東陽町センターが

どうなっているのか気がかりでしたが、かなりの施設

が引き続き使用できるようで、親しみのある場所で評

議会が開催されました。 

長尾 昌男部長の主題は「義務を果たして、クラブ

と関東東部の活性化を図ろう」です。長尾部長を補佐

する書記は、ベテランの青木 一芳さん（千葉クラブ）

が担当され、次期部長は、埼玉クラブの衣笠 輝夫さ

んが決まっていますが、次期部書記に決まっている川

越クラブの山本 剛史郎さんは、その期には、アジア

太平洋地域大会実行委員会事務局長という重責を引

き受けられることになりましたので、衣笠年度の関東

東部の書記をどなたかに引き受けてもらう必要が生

じました。 

インターネットによる情報交換が圧倒的な時代で

すが、ワイズのメンバーの中には、従来の郵便や電話

による連絡を希望する人がいることから、各クラブで、

クラブ員毎に今後の連絡方法についての希望を確認

することになりました。川越クラブでは 7 月例会で、

この件を取り上げましたが、当日欠席の方で、インタ

ーネット以外の連絡方法を希望される方は、会長まで

ご一報下さい。 

評議会では、川越クラブの会長としては、下記のこ

となどを、皆さんの前で決意表明いたしました。 

 －クラブの目標 

  昨年は、東日本区理事のホームクラブとして、対

外的な活動が多かったのですが、今年は、足元を

見直す年としたい。 

 －クラブの問題点・その対策、戦略 

  川越クラブは、1998 年 7 月 11 日に設立総会を開

いています。次年度は 20 周年を迎えます。そこ

で、今までの活動を振り返り、修正すべきものは

修正して、20 周年以降に対処して行きたい。 

 －ゴール 

  ・メンバー純増 2 名を目指す。 

  ・通年販売できる商材の発掘 

  ・“お出かけ例会”の実施 

 －その他 

  今年も“紅あか”の販売への協力を要請 

 

 関東東部としての次の会合は、9 月 30 日（土）の第

21 回部会です。千葉市美術館を会場に、同館長の河合 

正明氏による『千葉市美術館の沿革と「浮世絵師・鈴

木春信の魅力」』という記念講演があります。川越ク

ラブからも多くのメンバーが参加されることを期待

します。 

 
 

YMCA報告 
８月５日（土）クローバークラブ高校生クラスでは、

ワイズの皆さんからいただきました北九州ラーメン

を昼食にいただきました。プログラムの最初は、タブ

レットを使って日本各地のラーメンについて調べま

した。意外に知らなかった有名なラーメンを知り、驚

いているメンバーもいました。その後は、「九州ラー

メンといったら・・・」というお題でそれぞれが具材

を挙げ、買い出しへ行きました。毎週行っている昼食

づくり。最近は少しでも安く済ませようとマイバック

を持って買い出しへ行くメンバーも増えました。 

買い出しの後は、い

よいよ調理です。

「○○君、もやし茹

でてくれる？」「麺

を茹でるからお湯

沸かして～」など、

それぞれが積極的

に役割分担しなが

ら見事に「九州ラー

メン」ができました。

「うまっ！」「おい

し～い！」など感想

を述べていたのは

最初だけ。その後は、

皆無言で一気に食

べ、結果・・・食べ

盛りの高校生男子

とスタッフを含め７人で１２人前も食べてしまいま

した。とてもおいしくいただきました。 

今年の 4月から開講している土曜日の高校生クラス

では、日頃から生活力をつけるこ

とを大切にし、食後の片付けや掃

除も行っています。子どもたちか

らは、「こういうおいしい企画、ま

たあったらいいな～♪」という素

直な感想がでていました。美味し

い北九州ラーメンをいただきまし

てありがとうございました。 


