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4月例会プログラム 

日時 ２０１９年４月１３日（土）１８：００ 

司会 小関メン 

 １ 開会点鐘 渋谷会長 

２ ワイズソング 

３ ワイズの信条 

４ 聖書・食前の祈り   小関メン 

５ 会食（自己紹介）   

６ 卓話  「リーダー研修会報告」 

中嶋えりさん(ハイホーリーダー) 

      川久保祐美(埼玉 YMCA スタッフ) 

「ﾌｨﾘﾋﾟﾝﾜｰｸｷｬﾝﾌﾟ報告」 

由井颯大さん・立岡壮太さん・林永乃進さん 

  布目蓮(埼玉 YMCA スタッフ 

7 YMCA 報告      太田主事 

8 ワイズ報告      渋谷会長 

9  誕生・結婚記念  

1０ にこにこ  

1１ 閉会点鐘       渋谷会長 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

「自立への難しさ」      澁谷 実季     

昨今ニュースでは衝撃的な虐待内容が報道される

ようになりました。措置理由は『「身体・性的・心理」

的虐待、ネグレクト、養育困難、拘留、死亡』等です。

職員は、保護者の役割を担い、生活面・精神面・健康

面全般の支援を行い、担当制を敷いて継続的な関わり

により愛着関係を築けるように支援します。 

 昨年度は高校生 3 名を初めて担当しました。その内

2 人は 12 年間の施設生活を卒業し、この春に就職し

て自立へと送りだしました。一人は新卒求人ではなく

一般求人の中途採用求人に応募し、比較的スムーズに

内定を得ました。ところが、アパートの契約で大きく

躓きました。未成年は契約者になれない！との現実。

保護者も保障会社の審査に通らない現実。最終手段と

して保障会社を利用せず、児童が契約者となり施設長

が連帯保証人となることで契約ができたのですが、物

件はかなり限られ不動産会社も保障会社も管理会社

もどこも稀なケースとのことで難色を示しました。施

設を 18 歳で退所し、就職先を得ても住居の確保には

かなりハードルが高い現実を突きつけられました。埼

玉県の事業で自立援助ホームが設置されていますが

定員はごく僅か、入ることさえできないのです。未成

年の契約行為は法律で守られていると同時に自立の

妨げにもなっているともいえます。就職や進学の際に

は住居が必要なため、柔軟な制度が整備されることを

望みます。 

 

準備例会報告  大澤 和子 

日時 3月月 16日（月）：16：00～ 

場所：埼玉 YMCA所沢センター 

参加：大澤・小関・栗原・渋谷・東 

4 月 2019 年度 通巻 367 号 （LT） 

今月の聖句  

「皇帝のものは皇帝に、神のものは神にかえしなさ

い。」マルコによる福音書 12 章 17 節 

 

◆ 3 月のにこにこ   6795 円  

◆  出席率 82 パーセント 

 ◆  3 月例会 合計 14 名 

   所沢クラブ 9 名（在籍 11 名） 

会 長  澁谷弘祐       クラブ会長主題 「思いやりを形にする」 

副会長  小関京子      国際会長主題 Moon Sang-bong(韓国)「私たちは変えられる」 

上山武夫       アジア会長主題 田中博之(東京多摩みなみ)「Action!」 

書 記  大澤和子       東日本区理事主題 宮内友弥(東京武蔵野多摩) 「為せば、成る」 

会 計  栗原成晃       関東東部部長主題 衣笠輝夫（埼玉）「よいものを見つけ・つなげて、よくなろう」 



今後の行事予定 

 4/13（土）三部合同例会 ﾌｨﾘﾋﾟﾝﾜｰｸｷｬﾝﾌﾟ報告

会＆ﾕｰｽﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾌｫｰﾗﾑ報告会 

4/20（土）クラブ役員研修会・第 3回評議会 

4/21（日）17：00 準備例会 於毛呂教会 

 4/27（土）川越クラブ 20周年 

 5/11（土）18：00 例会 宍戸リーダー 

 5/18（土）17：00 準備例会 毛呂教会 

 6/1～2（土・日） 第 22回東日本区大会 

１ ブリテン 内容の検討 

  夕食は夢はうすカレー 

２ 狭山丘陵ウォーク 3月 30 日 タイムテーブル 

３ 栗原さん多忙のため会計を東さんにお願いします。 

４ その他 

 ・渋谷メン・メネットへのクラブとしての支援 

 ・準備例会の持ち方 

  次回準備例会は 4/21（日）17：00 毛呂教会 

ワイズ報告           澁谷 弘祐 

① 3 月 9 日、10 日と国立オリンピック青少年センタ

ーで次期会長・部役員研修会が行われました。 

② .3 月 30 日に狭山丘陵ウォークを行いました。肌

寒い中多くの参加者に恵まれ、感謝いたします。 

③ 4月13日の例会は埼玉3クラブ合同例会となりま

す。ﾌｨﾘﾋﾟﾝﾜｰｸｷｬﾝﾌﾟとﾕｰｽﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾘｰﾀﾞｰｽﾞﾌｫｰﾗﾑの参加

者による報告会です。ぜひご参加下さい。 

④ 4 月 27 日に川越ワイズメンズクラブ設立 20 周年

記念会が持たれます。みんなで参加しましょう。 

 

東京サンライズクラブ設立 30 周年記念例会 

3 月 23 日土曜日正午より、東京・日本橋のブラッセリ

ー東洋で行われました。所沢クラブからは大澤メン、

東メン、澁谷が参加しました。当日の名簿を数えたと

ころ約 90 名の参加者があった様子です。当初は皆若

手で例会を朝 7 時から行った後出勤していたこと、チ

ャーター後間も無く IBC を結び現在まで活発に行き

来していること、山中湖センター内の施設を手作りし

てきたこと、等自分も周囲も楽しむワイズメンズクラ

ブの在り方を教わりました。 

 

例会報告            上山武夫 

3 月例会に小野塚勝俊メンをお迎えして「ブロック

チェーンの可能性」という話を伺いました。ブロック

チェーンという言葉だけは聞いたことはありましたが、

内容はまったく知りませんでした。「ビットコイン」の

ような仮想通貨のことだけではないそうです。銀行を

とおさず取引が出来るネット上の仕組みだそうです。

ある意味、貧富差も乗り越えて GAFA の情報支配から

逃れ直接アフリカの方とも取引が出来る 

仕組みだそうです。 

ブロックチェーンは自律分散システムであるため、

どこかのサーバーや回線に異常が生じても、問題なく

運用することが可能だそうです。「ブロックチェーン」

は仮想通貨を実現するために開発された仕組みですが、

その可能性は仮想通貨にとどまらないようです。仮想

通貨以外の活用として世界一の小売業「ウオルマート」

で豚肉の流通経路とパッケージ商品の流通経路をブロ

ックチェーンに記録するテストが行われたそうです。 

今回、芥川賞を受賞した上田岳
たか

弘
ひろ

「ニムロッド」ビ

ットコインが書かれていて、ブロックチェーンの小説化

といっている方もいるそうです（まだ読んでいない） 

本当に時代はどんどん進んでいる。固定観念を捨てな

いといけないとつくづく感じさせられたお話でした。 

 

  次期会長・部役員研修会報告  東 裕二 

３月９日、１０日の２日間代々木の国立オリンピッ

ク記念青少年総合センターで行われ次期会長として研

修を受けてきました。いつもの東山荘ではなく今回は

今年の第２２回東日本区大会が行われる同じ会場です。

研修を受けて次年度への新しい動きとして、東日本区

の６０クラブすべてにクラブのフェイスブックページ

を作り、各々で活動をアピールすることです。フェイ

スブックを使った広報は使い方によっては広く知って

もらうための良いきっかけになります。楽しそうだと

思ってもらえるクラブ、参加したいと思ってもらえる

クラブをアピールするためには伝え方も大切になって

きます。研修を受けて次期会長としての取り組みとし

てフェイスブックを使ったクラブのアピールに力を入

れていきたいと思いました。 

 

 YMCA報告           太田 昌孝 

3/4～3/6  春季ﾘｰﾀﾞｰﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ＠尾瀬戸倉スキー場 

3/14    キッズアカデミー卒園式 

3/20    2018年度通常クラス終了 

33/23・24  スキーキャンプ＠丸沼高原スキー場 

3/26～30  春季プログラム（語学・水泳・体操） 

3/28～30  スキーキャンプ＠菅平ｽﾉｰﾘｿﾞｰﾄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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。子どもた

ち、事情のある方々にも、おなか一杯に過ごしてほ

しいという願いを込めて。 

 

 


