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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」 

 
 

10 月 

人の血を流す者は、人によって自分の血を流される。人

は神にかたどって造られたからだ。 

創世記 ９章６節 

Whoever sheds human blood , by humans shall their 

blood be shed; for in the image of God has God made 

mankind.(Genesis9‐6) 

２０１６年９月の統計（９月１６日） 

在籍１１名 出席者８名  出席率７３％ 

 

１０月例会のお知らせ 

日 時：10 月 28 日（土）午後４：００～６：００ 

場 所：YMCA 川越センター  

  20 周年に向けて、クラブの活動を見直すために、

メンバーのみで話し合います。これまでの活動や

慣習などを棚卸しして見直そうという機会です

ので、忌憚のないご意見をお願いいたします。 

   

11 月例会予告 

11 月例会は、ＤＢＣの北九州クラブから安東邦

昭さんがわざわざ来川され、卓話をしてください

ますので、今から予定を調整し、必ずご出席をお

願いいたします。昨年からこのような機会を持て

るように協議を重ねてきましたが、今回実現の運

びとなりました。川越クラブの皆さんはもとより、

インビテーションキャンペーンの趣旨に基づい

て、知人･友人をお招き下さい。 

さらに当日は、北九州クラブの映画作成に対す

る募金もお渡しする予定です。 

  卓話：「マリア観音にみるかくれキリシタン

の祈り」 

安東 邦昭 氏（全国かくれキリシタン研究
会副会長・理事；元北九州 YMCA総主事；

元北九州ワイズ会長） 

     

９月例会報告 

吉野 勝三郎 

 イメージ・フォトスタジオ代表島崎 賢一さんを卓

話者として招いて、９月１６日（土）午後４:００から、

埼玉ＹＭＣＡ川越センターで開催しました。 

島崎さんは、今年の東日本区大会案内用チラシの写

真を提供して下さり、更には、大会２日目の写真撮影

もして頂いた方です。もともと、牛村 永代メンのご

子息が、川越商工会議所の青年部で島崎さんと知り合

いであるという関係から、紹介してもらいました。 

 当日のために用意されたパワーポイントを使って、

自己紹介から始まって、写真の撮り方を分かり易く説

明してくれました。皆さん、シャッターを押す前に、

次のことを実践してください。 

 

◎カメラの位置を考えて構える 

 １）アイ・レベル 

 ２）ウエスト・レベル 

 ３）ロー・レベル 

◎縦か横か（縦・横の比を理解しておくこと） 

 １）一眼レフカメラ （３：２） 

 ２）デジカメ （４：３） 

 ３）ＴＶ画面・スマホ（１６：９） 

◎迫力を出すには、ギリギリまで被写体をアップす

る。 

 そうすると、画面から余分なものや空間がなくな

る。 

◎黄金分割（重要） 

  画面上の黄金分割点と呼ばれる４ヵ所に注目し

て構図を考える。 

画面内に対角線を引き、別の頂点からその対角

線に垂直に交わるように引いた線の交点の部分
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に一番見せたいものを配置すると、バランスの

良い構図を得ることが出来るのです。図で示す

と、下記のとおりです。 

 

    
 

◎最近のスマホのカメラにはさまざまな機能が

付いています。まずは、自分のスマホの写真

撮影に付いている機能を良く調べて、それら

を有効に活用して下さい。 

 

 最後に、川越クラブのメンバーが持参した自慢の

ワンショットを見て、アドバイスしてくれました。

その中で、上記の黄金分割点の重要性を強く認識さ

せられました。 

 写真を専門に学ばれ、２年間のサラリーマン生活

を経て独立されて、既に３６年の経験を積んで折ら

れるので、実践に基づいたお話には説得力がありま

した。今後とも、川越を拠点に、ますますの活躍を

お祈りします。 

 

 
 

 

アースディ報告 

森下 千恵子 

１０月１日（日）川越の蓮馨寺で開催されましたア

ースディイベントに川越ワイズメンズクラブも焼き

芋チャリティで参加しました。 

例年参加のアースディですが、今年は参加内容を再

検討した結果、毎年行っていたフリーマーケットに変

えて、今年は川越名産の紅東等の焼き芋を売ることと

なりました。 

当日は８時集合ということだったのですが、私は川

越 YMCA センターに寄り、ワイズの旗、芋の子の PR

ポスター、チラシ等を受け取って１０時近くに蓮馨寺

に到着しました。 

いつもフリーマーケットをしていた場所に焼き芋

の屋台とテーブルを発見。おやっ、焼き芋おじさんの

他には誰もいない。携帯に連絡すると蓮馨寺前のカフ

ェでくつろいでいるとのこと。山崎さん、吉田さんと

合流。後から牛村さんも来ました。 

旗を立て芋の子チャリティの PR ポスターをボード

に貼りお客様を待つことに。いいお天気です。 

井上さんがお芋を焼いている屋台のわきでのんび

り。誰も来ないなあ。もう少し涼しければ売れるのか

な。いいお天気が今度は少し恨めしい。少しお芋のセ

ールスをしてみることに。 

通り過ぎるカップルが焼き芋の台をチラッと見る

ので、すかさずニコッと笑いかけ「焼き芋いかがです

か、１本１００円ですよ。安いでしょ」「川越のお芋な

んですよ。」買ってくれました。観光客の人、ご近所っ

ぽい女性。結構買ってくれました。すかさずワイズ活

動のＰＲ。ボーイスカウトの子供たちやら、東洋大学

の留学生等ほかの参加団体のメンバーと交流しなが

ら楽しくお芋売り。８０本売れました！ 

 

 
  

 
 

 

 

YMCA報告 
★ＹＭＣＡがブランド・ロゴを一新しました！ 

   ～ＹＭＣＡブランドコンセプト～ 

 

 ２０１５年１２月、本誌号外で皆様に、ＹＭＣＡと

いうブランドの再確認のため、「ＹＭＣＡのイメージ」

オンライン調査へのご協力をお願いしたことを覚え

ていらっしゃいますでしょうか。全国の調査の結果、

「ＹＭＣＡ」という名称の認知度は非常に高いものの、

具体的なイメージが希薄であることが明らかになり

ました。 



 

 日本のＹＭＣＡは決意をもってＹＭＣＡブランド

コンセプトを取り決め、その旗印として新しいロゴ・

スローガンを掲げ、２０１７年１０月から社会に向け

て発信をしています。 

 

 
 

 

【埼玉ＹＭＣＡブランディング表出】ダウンロード 

https://docs.google.com/a/ 

saitamaymca.org/viewer?a=v& pid=sites&srcid= 

c2FpdGFtYXltY2Eub3JnfGhvbWVjb2 

1pbmdkYXl8Z3g6MTIyMjgwM2NhM2Yy MjU2ZQ 

 

-------------------------------------- 

 

★１１月３日はみんな集合！ 

第１８回 埼玉ＹＭＣＡインターナショナルチャリテ

ィーラン（１１／３所沢航空記念公園） 

参加者／チームスポンサー／ボランティア募集 

 

 今年も１１月３日に所沢航空記念公園でチャリテ

ィーランを実施いたします。 

 第１８回となる今回は、５名１組で走るチームラン

に加え、ラン６周（５．５キロ）、ウォーキング３週（約

２．７キロ）という新しい個人種目が増えました。チ

ームを作るのは難しいけれども・・・という方におス

スメです。 

 また当日ボランティアも募集しておりますので、是

非皆さまお誘いあわせの上ご参加ください。下記リン

クのパンフレットにあるＱＲコード、もしくは事務局

までご連絡ください。 

 

【パンフレットダウンロード】 

https://www.ymcajapan.org/ 

saitama/information/pdf/2017/ 

20170914charityrun.pdf 

【問合せ／申込】＜インターナショナル・チャリティ

ーラン事務局（所沢センター内）＞担当：太田昌孝・

太田聡 

０４－２９３９－５０５１ 

saitamay.charity.run@ saitamaymca.org 

 

 

 

 

 

＝＝＝＝＝ 編集後記 ＝＝＝＝＝ 

～ Discover 川越 ～ 
 今年も川越祭りを見に行くことができませんでし

た。天候にも恵まれなかったということもありま

す。しかし、私が今年も川越祭りを見ることができ

なかったのは、前日の雨で気持ちが萎えていたから

なのです。１５日は仕事でも、１４日はお休みで天

気もなんとか雨が上がっていたのに。つまり自分の

せい。 

 川越で見たいもの。川越のお祭り、行事の数々。

夏の百万灯、秋の川越まつり、川越氷川神社の縁結

び風鈴。川越の街を照らす百万灯、祭りの夜、灯り

に浮かぶ山車や鉾や台。風にそよぐ風鈴。あるいは

風車。できれば着物を着て小江戸の町を練り歩きた

い。骨董市も有るらしい。七福神巡りも。 

 蔵造りの街並みやお寺、神社はもちろん、本丸御

殿遺構など姿を消してしまった歴史の跡を辿ってみ

るのも楽しい。真っ直ぐに通り抜けることのできな

い城下町を迷い込むように歩くのもいいかも。 

 グルメの楽しみもあります。川越には鰻のお店が

多いのです。迷っていまだに食べていません。俳優

の市川正親さんも行く太陽軒。懐石料理のいも膳さ

んもまた行きたいなぁ。 

 えっ、あなたは川越市民じゃなかったのって？ 

そうです。私はお隣のさいたま市民です。で、ぬけ

ぬけと川越紹介を書いてきたわけ？すみません。で

も市民じゃないほうが客観的に良さがわかるという

こともあるのです。お上りさん的な好奇心を持って

川越を探求しています。文化圏は同じだし。 

 地球温暖化なのか不順な天候が続いているのです

が、気持ちが萎えないように気合を入れてこれから

も川越見たいもの、したいこと、行きたいお店実現

に向けて頑張ります。気合だー！ 

Ｃ.Ｍ  
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