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３月例会プログラム 

日時 ２０１８年３月１０日（土）１８：００ 

司会 大澤メン 

 

 １ 開会点鐘 小関会長 

２ ワイズソング 

３ ワイズの信条 

４ 聖書・食前の祈り   澁谷メン 

５ 会食（自己紹介） 

６ 卓話 

 「いつまでも若々しく」 

             宍戸誠一さん 

7 YMCA報告      太田主事 

8 ワイズ報告      小関会長 

9  誕生・結婚記念  

1０ にこにこ  

1１ 閉会点鐘       小関会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 水泳を通して命を考える 太田 昌孝  

1917 年、日本に初めての室内温水プールが東京

YMCA にできて、今年度 YMCA アクアティックプロ

グラムは 100 周年を迎えました。 

100 周年を迎えるにあたり、様々なイベントを行って

きました。着衣泳体験を全国の YMCA で一斉に行う、

「YMCA 水上安全の日」や 100 周年を記念した T シ

ャツ販売なども行ってきました。夏に行われた全国

YMCA 少年少女水泳大会には、オリンピックメダリス

ト 松田丈志さんが挨拶に立ち、今までの水泳の歴史

とともに、現在の水泳界があると話をされていました。 

YMCA アクアティックプログラムの目的でもある「自

分の生命は自分で守る」という考えを基本のもと、泳

法の技術習得だけでなく、水と慣れ親しむことで、自

分の生命を守るすべを考えていきます。 

この節目の年に現場で携われることに喜びを感じてい

ます。先達の想いを受継ぎ、YMCA だからできるアク

アティックプログラムの更なる発展を目指して日々努

力、勉強をしていきたいと考えています。 

 

準備例会報告  澁谷 弘祐 

2 月 17日（土）12 時 00分～13時 00分 山手センター 

 出席者 小関 大澤 澁谷 

 議事 

 ① ３月ブリテンの内容確認 

 ② 定例会プログラムの確認 

 ③ 会計について 

 ④ その他 

 ・CS事業について協議。 

 ・東京グリーンクラブ創立 45 周年記念例会について 

 ・次回準備例会 3月 17日（土）17時 毛呂教会 

３月 2017 年度 通巻 355 号 BF/メネット 

今月の聖句  

「人に憐れみをかけない者には、憐れみのない

裁きが下されます。憐れみは裁きに打ち勝つの

です。」 

（ヤコブの手紙 ２章１３節） 

 ２月のにこにこ 5,000円 

 出席率 40 パーセント 

 ２月例会 合計 9 名 

 所沢クラブ    4 名（在籍 10 名） 

 

会 長 小関京子 クラブ会長主題 「喜びを持って奉仕しよう！！！」 

副会長 大澤和子 国際会長主題 「Let Us Walk in the Light – Together(ともに、光の中を歩もう)」 

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

書 記 澁谷弘祐 東日本区理事主題 「Extension  Membership ＆ Conservation(広げようワイズの仲間)」 

会 計 栗原成晃   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」 

 



今後の行事予定 

3/17(土) 準備例会 17時 毛呂教会 

3/21(祝･水) 東京グリーンワイズメンズクラブ創

立 45周年記念例会 12:30受付 

会場:オーラム総合宴会場(台東区東上野 1-26-2) 

4/14(土) ３クラブ合同例会 狭山丘陵ウォーク 

6/2～3 第 21回東日本区大会 申込は 4月 30日 

ワイズ報告          小関 京子 

2 月 17日（土）東京 YMCA山手において 4 部（関東東部・

東新部・あずさ部・湘南沖縄部）合同 EMC シンポジウム

が栗本東日本区理事を含め 67 名参加で開催されました。  

関東東部からは 7クラブより 16 名が参加。 

関東東部からの代表として所沢クラブの澁谷メンはパネ

リストとして 「ワイズメンズクラブのキリスト教精神

に基づいた活動」ということを中心に、発題していただ

きました。ありがとうございました。 

②会費納入にご協力ください。 

◎郵便局からの送金の場合 

 送付先 ゆうちょ銀行 

 記 号 10360 番 号 68683481 

 口座名 トコロザワ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 

 店 番 038 

 種別普通 番 号 6868348 

 口座名トコロザワワイズメンズクラブ 

例会報告            上山 武夫 

日時：2月 10日（土）18：00～20：00 

場所：所沢センター 

フードバンク活動とネットワーク作りについて。 

黒田さんの卓話を聞いて、フードバンク活動を始めた熱

い思いを聞くことが出来てとても感謝しています。2015

年に NPO 法人サマリアの事業のひとつとして立ち上がる。 

そして昨年、NPO 法人フードバンクネット西埼玉として

活動することになりました。私も誘われて駅前でチラシ

を配った事を昨日のように覚えています。 

マザーテレサの「神様の手になりたい」言葉を聞いた時、

これが彼女の原動力だったと 改めて知ることが出来ま

した。ありがとうございます。入間市でも 5月 13日（日）

にフードバンクネットネット西埼玉グループとして設立

準備講演会をおこない正式に立ち上がります。講演会で

は黒田氏がお話してくれます。フードバンクいるまは入

間市の支援ネットワーク作りを意識して動いています。 

市議会議員、困りごと相談員、民生委員、いるまこども

食堂ネットワーク（入間市にはこども食堂を作ろうと動

いている）生活クラブ生協、生活困窮者支援員、社会福

祉士等がすでに関わってくれています。焦らず、皆で協

力して入間市を支える地域支援ネットフードバンクにし

たいと思っています。有難いことに神様のおかげと思え

るほど次から次に協力者があらわれてきています。 

 

 
(左下・上：例会の様子) 

YMCA報告          太田 昌孝 
2 月 3 日(土)・4日(土) はじめてスキーキャンプ：丸沼

高原 

2 月 11日(日)     東日本 YMCA少年少女水泳交歓

会：所沢センター 

2 月 21日(水)     聖書勉強会：所沢センター 

2 月 24日(土)・25 日(日）わくわくスキーキャンプ：丸

沼高原 

4 部合同 EMCシンポジウム   澁谷 弘祐 

 EMCとは Extention, Membership & Consevation の頭文字を

とった略称です。解説を全文引用すると「Eはクラブ拡張(新ク

ラブ設立)、MCは会員増強と維持啓発(新会員獲得と会員意識の

う高揚)の意」とあります。私たち所沢クラブは関東東部に所属

していますが、東日本区は 7つの部に分かれています。そのう

ち 4部から 1名ずつ発題し、会員を増やすための思いを語り合

い、参加者との質疑応答を通して課題を共有しました。発題者

は関東東部：澁谷(所沢)、東新部：石田会長(東京多摩みなみ)、

あずさ部：大輪副会長(東京武蔵野多摩)、湘南沖縄部：古賀メ

ン(横浜)でした。石田会長の資料はワイズメンズクラブ理解に

大変役立つのでぜひ皆さんにもご一読頂ければと思います。ま

た大輪メンとはクラブ会長研修会でも再会して色々と意見交換

ができました。有意義な機会を頂き、感謝申し上げます。 

 

例会では、フードドライブを実施します。 

1カ月以上の消費期限のある食品をお持ち下さい。 

フードバンクネット西埼玉に提供します。 


