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川越ワイズメンズクラブ会報 

Ｎｏ．20－06          12 月号     発行 2018 年 12 月 10 日            Chartered  1998 

会 長   森下 千恵子   クラブ会長主題   「ワイズメンズクラブを楽しもう！」 

副会長   松川 厚子    国際会長主題   “Yes, we can change”[私たちは変えられる」  

会 計    山崎 純子      アジア太平洋地域会長主題 “Action” 「アクション」 

書 記   吉野 勝三郎   東日本区理事主題 「成せば、成る」No challenge, No fruit. 

   関東東部部長主題 「良いものを見つけ・つなげて、よくなろう」 

 

12 月の聖書 

 

マリアは男の子を生む。その子をイエスと名付けなさ

い。この子は自分の民を罪から救うからである。 

 

マタイによる福音書 1 章 21 節 

 

And Maria will bring forth a Son, and you shall call 

His name Jesus, for He will save his people from 

their sins. 

 (Matthew 1, 22 New King James Version) 

 

２０１８年11月の統計（11月24日） 

 

在籍11名 出席者9名(含むＭＵ)出席率 82％ 

 

 

２０１８年 12 月 例会予告 

 
日 時：12 月 15 日（土）正午 12：00～午後 4:00 

場 所：埼玉 YMCA 川越センター 

会 費：3,000 円（ニコニコ献金を含む） 

 

議題  

・今回は川越センターの高校生とジョイント。 

 ・プレゼント交換を行いますので、1,000 円程度 

  の品物をお持ち下さい。 

 ・食事は用意しますが、何かお気に入りの食べ物 

をお持ちいただくことは大歓迎です。 

・その他 

 

 

11 月例会の報告 
 

2018-2019年度川越クラブ 会長 森下 千恵子 

 

11月 24日（土）午後 4時から 6時 川越 YMCAセン

ターで川越ワイズメンズクラブの例会を行いました。 

出席者は私、森下千恵子、吉田公代さん、山崎純子

さん、利根川恵子さん、利根川太郎さん、鎌田政稔さ

ん、河合今日子さんです。 

まず、川越ワイズメンズクラブの 20 周年記念行事

の内容について話し合いました。利根川恵子さんの作

成したタイムスケジュールをもとに役割分担等を割

り振る形で名前を入れていきました。大体は埋まって

いきましたが、少人数のクラブですから、メインの担

当はザックリ決めてあとは皆で協力しあうことにな

るということを改めて確認しあいました。 

基調講演の講師も依頼を受けてくださることとな

りました。アトラクションの方々もほぼ確定し、招待

者一覧についても話し合い、大枠ができあがったとい

うところでしょうか。今回の例会にいなかった方もい

ますので連絡・説明して進めていきたいと思います。 

 
「紅あかいも」の販売状況についての発表もありま

した。川越クラブからの注文がまだないとのことでし

た。自分のクラブなのでのんびりしていました。申し

込みました。傷みやすいのが心配でしたが、外で干す

といいよと教えてもらいました。そういえば昔よく紐

で外にお芋をつるしていた気がします。甘くなりそう

です。 

THE SERVICE CLUB TO THE YMCA     AFFILIATED WITH THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF Y’S MEN’S CLUB 
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その他会員増強について日頃からワイズメンズク

ラブとは何か、外部の人に私たちの活動についてどう

説明したらいいのかということを今さらのように投

げてみました。 

YMCAのサポートをしている、国際的なボランティア

グループであるということは内部のメンバーにはわ

かっていることなのですが外側からの視点がわから

ないと中々PRが難しい気がします。例会に来てもらえ

ばとはよく言われますが、いきなり外から来た人が例

会に出ても活動内容を理解するのは難しいと思いま

す。今後もっと見て頂けるような活動を仕掛けていけ

ればと思いました。 

 

第 20 回 日本 YMCA 大会参加報告 

 
クラブ 書記 吉野 勝三郎 

 

250 名ほどの会合でしたが、何と言っても、その半

分以上がユースということで、 “今回の統一テーマ

である“つどえ東山荘に！～すべての”Ｙ”がつなが

る日～ というテーマにかける意気込みを感じまし

た。このようなテーマに沿ってこれだけのユースが

YMCA の職員・役員・ワイズと共に 2 泊 3 日を過ご

したのは初めてではないでしょうか。大会の運営にも、

多くのユースが関り、これからの YMCA を担う多く

の人材が発掘できた大会だったと思います。ただ、ユ

ースもいろいろあり、人数合わせで急遽参加したので

はないかと思われるような人もいましたが、ともあれ、

今回の大会を通して、ユースに YMCA を知ってもら

って、今後の働き人に育ってもらえれば、今回の大会

の意味は十分あったと思います。 

  

 
（今大会のための冊子の表紙） 

 

埼玉 YMCA からは、13 名が参加し、とちぎの 16

名、盛岡と大阪の 14 名の次で、東京の 11 名、横浜の

12 名を超える人数でした。小谷総主事の配慮に敬意を

表します。 

私にとっては、みつかる。つながる。よくなって

いく。という日本 YMCA の統一スローガンが着実に

定着しつつあることを感じる大会でした。広島 YMCA

関係の方と同室になりましたが、初日は、広島ではチ

ャリティーランがあり、午後３：００に閉会後に東山

荘まで駆けつけると言う熱心さに感動しました。私は、

この方とは初対面でしたが、早速 みつかる。つなが

る。という共通の課題が与えられましたので、今後の

展開のなかで、よくなっていく。段階に進展すること

を期待しています。 

最終日には、表彰・感謝式があり、50 年継続会員

賞と対象者が 38 名もおられることに感動を覚えまし

た。 

 

 
 

 
 

わたしは、折を見て、今年の「紅あか」のＰＲと

受注への努力と、来年 4 月 27 日予定されている、川

越クラブ20周年記念例会への出席をお願いしました。 

この大会は、２年に一度の開催です。今大会への

川越クラブ関係者は私だけでしたが、次回には、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。 

関東東部 第 2回評議会報告 

 
クラブ 書記 吉野 勝三郎 

 

 山本剛史郎さんは部の書記として、吉田公代さんは

部の会計として出席されていましたが、クラブとして

は私だけが出席しましたので、川越クラブの皆さんに

承知しておいてもらいたいことを記します。 

  



１．船橋地区に新クラブ設立準備委員会が発足しま

した。 

委員長 長尾昌男（千葉） 

他に千葉クラブから 4 名 

柿沼敬喜（東京グリーン） 

金丸満雄（東京ひがし） 

  この活動のために、50,000 円の予算が承認されま

した。 

   

  なお、新しい規則により、新クラブは、５名でス

タートできることになっています。 

 

２．東京ベイサイドクラブでは、幼稚園の制服で不要

になったものを集めて、カンボジアに送っていま

す。 

 

３．あずさ部では、11 月 18 日に（仮称）東京町田ス

マイリングクラブの設立総会が開催され、来年 2

月 24 日（日）にチャーターナイトの予定です。 

 

YMCA報告 

 
            連絡主事 河合 今日子 

 

＜埼玉 YMCAクリスマス礼拝／祝会＞ 

日時：12月 15日（土）18:00～20:30（終わり予定） 

    第 1部 礼拝 18:00 

               第 2部 祝会 18:50 

場所：所沢センター 体育室 

奨励：五十嵐成見牧師（埼玉 YMCA評議員） 

対象：職員（フルタイム・パートタイム）、役員（理

事・評議員・監事） 

   ワイズ、リーダー 

   ＊運営側に関わる方とそのご家族 

 

・このクリスマス礼拝／祝会は、日頃それぞれのセン

ターでお役割を 

担っている埼玉 YMCAの方々と共に祈り、クリスマス

を共に祝う事を 

願いとしています。 

・各センターのプログラムのご事情もあるかと思いま

すので、各部の 

責任者、センター長と確認の上、できる限り調整をし

てご参加いただき 

ますようお願いいたします。（途中からのご参加も大

歓迎です） 

 

・参加費 1,000円（18歳以上の方のみ）のご協力をお

願いいたします。 

・クリスマスプレゼント（1,000 円前後）のご用意を

お願いします。 

 （第 2部の祝会でプレゼント交換を致します） 

・お子様をお連れされる方は、12月 7日（金）までに

お知らせください。 

    （お子様用のプレゼントをご用意いたします） 

・祝会での飲み物（お酒を含む）、食べ物の準備は、

本部で進めてまいります。 

 （差し入れ大歓迎です） 

・食事の準備の関係上、出席できる方は、12月 12日

（水）までに河合までご連絡ください。 

 

＜第 20回日本 YMCA大会のご報告＞ 

1月 23日-25日に東山荘にて「第 20回日本 YMCA大会」

が開催されました。 

全国の YMCAから 250名を超える人々が集まりました。

埼玉 YMCAからは 13名が参加し、様々な世代が共に交

わり、豊かな時を過ごしました。 

詳細は、以下の日本 YMCA大会の Facebookよりご覧く

ださい。 

https://ja-jp.facebook.com/japanymcaassembly/ 

 

＜第 28回フィリピンワークキャンプのお知らせ＞ 

埼玉 YMCAはフィリピン共和国にあるパンガシナン

YMCAとパートナーシップを結んで、キャラクターディ

ベロップメントを目的とした青年の友好ワークキャ

ンプを中心に 30年にわたり交流を続け、今でもその

関係を続けています。海外ボランティアに興味のある 

お知り合いの方がいらっしゃいましたら、この素晴ら

しいワークキャンプをぜひご紹介ください。 

日程：2019年 2月 11日（月・祝）～2月 22日（金） 

参加条件：15歳以上 

内容：トイレ建設および給水ポンプ設置等のワーク・

地域食料支援活動・ホームスティ・村および小学校で

のレクリエーション活動・交流等 

費用：135,000円 

詳細：

http://www.saitamaymca.org/information/pdf/2018

/20181030pwc.pdf 

 

＜街頭募金ご協力のお願い＞ 

フィリピンワークキャンプ開催に伴い、川越センター

では国際協力募金の街頭募金を行います。 

ワイズクリスマス会の後に行いますので、引き続きご

参加いただき、皆様のご協力をお願いいたします。 

日程：2018年 12月 15日（土）16時～16時 45分 

場所：川越駅東口交番前 

 

以上 

https://ja-jp.facebook.com/japanymcaassembly/
http://www.saitamaymca.org/information/pdf/2018/20181030pwc.pdf
http://www.saitamaymca.org/information/pdf/2018/20181030pwc.pdf

