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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」 

 
 

12 月 

天使は言った。「恐れるな。わたしは、民全体に与えら

れる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町で、あなた

がたのために救い主がお生まれになった。この方こそ

主メシヤである。あなたがたは、布にくるまって飼い

葉桶の中に寝ている乳飲み子を見つけるであろう。こ

れがあなたがたへのしるしである。」 

ルカによる福音書 ２章１０～１２節 

But the angel said to them, “Do not be afraid. I 

bring you good news that will cause great joy for all 

the people. Today in the town of David a Savior has 

been born to you; he is Messiah, the Lord.  

This will be a sign to you: You will find a baby 

wrapped in cloths and lying in a manger.” 

 (Luke2-10.11.12) 

２０１６年１１月の統計（１１月２５日） 

在籍１１名 出席者９名  出席率８２％ 

 

 

２０１７ １２月例会プログラム 

 
日 時：1２月１６日（土）午後４：００～６：０

０ 

場 所：YMCA 川越センター  

・開会点鐘           吉野勝三郎会長 

・ワイズソング．ワイズの信条  一同 

・挨拶／ゲスト紹介       吉野勝三郎会長 

・入会式 

・クリスマス会 

・諸報告 

・閉会点鐘           吉野勝三郎会長 

 
※クリスマス会は持ち寄り（ポットラック）パーティです。 

プレゼント交換がありますので 1000 円程度のプレゼントをご用

意ください。 

１１月例会報告 

山本 剛史郎 

日時：11 月 25 日（土）16:00～18:00 

場所：埼玉 YMCA 川越センター 

参加者（敬称略）：牛村永代、鎌田政稔、河合今日子、

利根川恵子、利根川太郎、森下千恵子、山崎純子、吉

田公代、吉野勝三郎、山本剛史郎（川越クラブ・10

人）、 

ゲスト：安東邦昭（北九州クラブ・卓話者）、佐藤恵

美子 

 11 月例会は川越クラブの DBC である北九州クラブ

の安東邦昭さんを卓話者として迎え、また、12 月に入

会予定の利根川太郎さん、そして元埼玉 YMCA 川越

センターの佐藤恵美子さんも参加してくれて、12 名の

例会となった。安東さんは全国かくれキリシタン研究

会の副会長・理事であり、この分野に詳しい方なので、

「マリア観音にみるかくれキリシタンの祈り」と題し

て、話をしてもらった。 

 まず、キリシタン史として、「前史」（1492 年～1547

年）、「キリシタンの世紀」（1549 年～1643 年）、「潜

伏キリシタンの時代」（1644 年～1872 年）、「復活キ

リシタンの時代」（1873 年～現代）と区分して用意し

てくれた資料、年表を使い、分かりやすく話してくれ

た。この資料は後から読み返しても興味深いもので、

とても分かりやすい資料だった。特に私が興味を持っ

たのは、その前史としてスペインとポルトガルによっ

て結ばれた 1494 年のトルデシリャス条約と 1529 年

のラサゴサ条約である。これによって、单北アメリカ

大陸などの（ヨーロッパから見て）西をスペインが、

アフリカ大陸、アジア大陸など東をポルトガルが布教

地とされた。このこともあり、インドのゴアを本拠地

にイエズス会によるアジア伝道が始まり、1549 年、

極東・日本にまでフランシスコ・ザビエルがやってく
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るのである。余談になるが、私は以前にインドのゴア

に行き、ボン･ジェズ・バシリカ教会に安置されてい

るフランシスコ・ザビエルの遺体を見たことがある。

そのことを安東さんに話すと、安東さんもそこを訪ね

たことがあるという。 

 卓話はその後、かくれキリシタン（潜伏キリシタン）

の話になるが、禁教下、潜伏キリシタンは仏教の慈母

観音、子安観音などキリストを抱いたマリア、聖母子

像に見立てて祀ってきた。それらマリア観音は純粋に

観音像であり、それを聖母子像に見立てたものである

から、仏教の観音像とマリア観音を区別する特徴はな

い。しかし、中には十字架を刻んだものやキリスト教

のシンボルを表すなど特徴を備えたマリア観音も登

場してくる。今回の卓話では安東さんは何体かのマリ

ア観音を持ってきてくれ、その特徴や入手の経緯につ

いて話してくれ、とても興味深いものだった。また、

そのようなマリア観音だけでなく、寺社仏閣に奉納さ

れている燈籠にも太陽、月、三つ星などでキリスト教

のシンボルを現したキリシタン燈籠などもあること

を話してくれた。今回の卓話は私にとっていろいろと

断片的な知識を整理し、新たな興味を引き立たせるも

ので、それらをすべて書くことはできないが、とても

面白いものだった。 

 例会後は安東さんの歓迎を込めてレストラン「エル

ミタージュ」で食事会を行い、安東さんを含めワイズ

の仲間 9 人で食事会を行った。後日談になるが、元埼

玉 YMCA 総主事の飯島隆輔さん、二子石章さんとも

お知り合いということで、飯島さんは 11月 27日（月）

の埼玉ワイズの例会で、二子石さんは Messenger で

そのことを伝えました。お二方とも「安東さん、お元

気そうですね。」と言っていました。 

 

 
エルミタージュでの歓迎会 

 

 
自主制作映画の経費に個人と川越クラブから献

金を差し上げました。 

 

 

関東東部評議会報告 

        森下 千恵子 

平成２９年 11 月 18 日(土)東京 YMCA 東陽町セン

ターで開催されました、関東東部評議会に行ってきま

した。 

川越クラブからは国際・交流事業主査として吉田公

代さん、クラブの書記わたくし森下が出席しました。 

開会点鐘、出席者紹介のあと活動報告があり、関東

東部部長報告の中でクラブ訪問予定に 12月 16日川越

クラブがあり利根川太郎さんの入会式が紹介されま

した。 

また、吉田さんが国際・交流 事業主査活動報告を

しました。皆様も切手収集ご協力お願いします。 

吉野会長代理として私が川越クラブ報告をいたし

ました。もちろん、活動報告とともにチャリティ「紅

あか芋」のパンフレットと申込み書を配布し PR をい

たしました。 

 

 
 

 
 

埼玉ＹＭＣＡフェスティバルに参加して 

吉田公代 

11 月 23 日朝から雨が音を立てて降っています。今

日は山崎さんと埼玉ＹＭＣＡフェスティバルへ、川越

のお芋商品の販売に向かいます。用意した商品はお芋

せんべい、いも松葉、いも納糖、いもチップスと 5 種

類で合計２０袋。 

11 時オープン、雨降りなので動員数が、少ないのか

と思いきや正午頃から見事に晴れ上がり、動員数も増

えてきて、1 時間半ほどで完売致しました。 

所沢センターは、沢山の活動がある為、若いファミ

リーが多く見受けられました。 

大勢の人たちが集まるとそれだけで、活気があって

楽しかったです。 



 

川越ＹＭＣＡがデコバック作りを行っていて、区大

会での余剰品のエコバックをデコバックに自分自身

で見事に変身させる体験販売の会場は活気と熱気で

あふれていました。 

川越ＹＭＣＡの特別支援のお子達、リーダー、スタ

ッフ頑張りました。エコバックをデコバックとして見

事再生して頂いたアイデアに感謝感謝です。 

山崎さん、右足首を負傷しての参加で、足首が象の

足のように腫れていました。 

その後、疲労骨折だと判明。山崎さんの根性に大拍手

を‼ 

 

 
 

 

 

YMCA 報告 
＜主管 YMCAから全リー研の報告書が届きました＞ 

今年度行われました全国 YMCAリーダー研修会に埼玉

YMCAより立岡 壮太さん （そらまめリーダー）、木

下 遥七さん （あーるリーダー）と引率スタッフと

して川久保が参加いたしました。 皆さまのご支援に

感謝いたします。なお、12月例会にてリーダーより直

接ご報告させていただきます。添付動画にて様子をご

覧ください。（Movie は著作権フリーの音楽を使用して

います。全ての参加者から、撮影と事後の使用の同意を

得ています。） 

第 48回全国 YMCAリーダー研修会 Movie（標準画

質） 

https://photos.app.goo.gl/sTP8TiDZmkIN1u5E3 

 

＜11月 23日に埼玉 YMCAフェスティバルが開催されま

した＞ 

 今年度は、放課後等デイサービスの高校生クラスが

「デコバックづくり屋」を出店しました。当日は、事

前に作ったデコバックを販売し、11,100円を国際協力

募金として寄付することができました。また、体験教

室も盛況で子どもから大人まで 23 名の方々にご参加

いただきました。ワイズメンズクラブの方々からご提

供いただきましたエコバックや紙ナプキンも大いに

活用させていただきありがとうございました。2018年

1 月 8 日（月・祝）は、屋外活動として埼玉スポーツ

センターへ行きます。興味のある方がいらっしゃいま

したら子ども達とご一緒にいかがですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜年末年始の開館日時について＞ 

2017年 12月 22日（金） 通常クラス 10時～21時 

12月 23日（土）～24日（日） 休館 

12月 25日（月） 放課後等デイサービス『ボ

ウリング大会』 

12月 26日（火） 放課後等デイサービス『バ

ッティング』 

12月 27日（水） 豊洲・築地見学 

12月 28日（木） 忘年会（屋外） 

12月 29日（金） 事務日/大掃除 

2017 年 12 月 30 日（土）～2018 年 1 月 7 日（日）ま

で休館。通常クラスは、1 月 9 日（火）から開始とな

ります。今年も大変お世話になりました。2018年も皆

様のご支援、ご協力をお願いいたします。よいお年を。 

 

 

https://photos.app.goo.gl/sTP8TiDZmkIN1u5E3

