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8月例会プログラム 

 

日時 ２０１９年８月１０日（土）１８：００ 

会場：日本宣教会 狭山キリスト教会 

司会 小関メン 

 １ 開会点鐘 東会長 

 ２ ワイズソング 

３ ワイズの信条 

４ 聖書・祈り         澁谷メン  

5 会食（自己紹介） 

6 大人も楽しめる紙芝居    中村ルミ子さん 

・もも子さんとオレオレ詐欺 

・いのち輝け!夢之丞 

・四十年目の春 

・にらめっこしましょ （順不同） 

７ MCA 報告        宍戸連絡主事 

 8 ワイズ報告         東会長 

 ９ 誕生・結婚記念 

１０ にこにこ         上山メン 

１１ 閉会                東会長 

       

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

「8月といえば」       小関 京子 

どういう訳か、ブリテン月の担当が８月に回ってく

ることが多いのです。終戦記念日に向けてのお話とか、

そのような思い出を書いていて、またまた、８月？や

れやれ・・・。 

 ８月・・ありました。長女が生まれたのが、昭和４

７年８月 8 日。暑い日でした。逆子という事で、また

頭が異常に大きかったため、それに羊水が少なくて、

臨月でもそのようには見られないくらいお腹は小さく、

マタニティドレスを必要としませんでしたので、帝王

切開。 

主人の母親が昔日赤の看護婦長をやっていたという

事で、知り合いが多く、私も武蔵境の日赤病院に行く

ように勧められ、そこでの出産でした。 

主人は男の子が欲しく、名前も男の子の名前しか考

えていませんでした。当時の主人の上司は、男の子ば

かり３児の父親。わが家にもし女の子が生まれたら、

３０万円で譲るという話が２人の間に出来ていたらし

いです。 

ところが生まれてみたら、女の子だった。 

彼のお母さんが笑いながら「この子ったら、女の子

って聞いた途端、がっくり肩を落としたのよ。早く病

院に行こうというのに、直ぐに立ち上がらないのよ。」

と。 

生まれたての我が子はまったく髪が生えてなくて、

主人の父親の、禿げ頭、床屋さんに行っても切るとこ

ろがほとんどないという頭そっくり。病院の看護婦さ

んたちが、乳児室に見に行くと名前を言わなくても「小

関さんですね。」と言ってガラス越しにベッドを置いて

くれるのだと、自慢していた父。 

主人は主人で、私の傍らに寝ているわが子をしばら

8 月 2019 年度 通巻 371 号 （CS） 

） 

今月の聖句  

「鉄は鉄をもって研磨する。人はその友によって

研磨される。」       箴言２７章１７節 

 

 

 

◆ 7 月のにこにこ 0 円  

◆  出席率  60 パーセント 

 ◆  7 月例会 合計 11 名 

   所沢クラブ 6 名（在籍 10 名） 

会 長  東 裕二       クラブ会長主題 「小さなことからはじめてみよう」 

副会長  小関京子       国際会長主題 Jennifer Jones（オーストラリア）「より良い明日のために今日を築く」 

書 記  渋谷弘祐          アジア会長主題 田中博之(東京多摩みなみ)「Action!」 

会 計  上山武夫            東日本区理事主題山田 敏明（十勝）「勇気ある変革、愛ある行動!」 

                        関東東部部長主題 金丸満雄（東京ひがし）「紡ぐワイズのこころ」 



くじーっと見つめてから、おもむろに曰く「しょうが

ないな！上司に断って来っか！」と部屋を出て行きま

した。 

その後、髪の毛が生えてきた娘でしたが、クルクル

巻の天然パーマ。お祖父ちゃんに似て色白だったため、

抱っこして街を歩くと、「外人さんのお子さんです

か？」とよく声をかけられたものです。 

その娘も、「この間の私の歳でしょう」という歳に。

年月の流れの速さに驚きます。 

 

準備例会報告   東 裕二  

日時：2019年 7月 13日（土） 

11時 30分～12時 30分 

場所：ＹＭＣＡ東陽町センター   

出席者：澁谷メネット、小関、東  

１．ブリテン８月号の内容（担当）  

締め切り 7/25 日 

２．８月例会プログラム（8 月 10 日）18:00~20:00 

３．例会を進めるにあたって 

４．チャリティーラン実行委員会報告 

５．その他 

６．次回準備例会日程と場所 

  ８月準備例会 8/16（金）14：00～ 夢はうす 

7月例会報告          大澤 和子         

キックオフ例会、若手の東会長の所信表明（コミュ

ニティーカフェ巡りの準備例会や、移動例会など、新

しい試み）の後、今期からの連絡主事宍戸さん、常連

ゲストさん（小林さん、御園生さん、柿原さん、大城

さん）と、総勢 10 名で、近くのミライザカで、懇親

を深めました。 

 
 
 

ワイズ報告           東 裕二 

◎今期はワイズメンだけでなく友人や地域の方が参加

したくなる例会、準備例会にしたいと思っております。

7 月の例会も４名のゲストが来てくれました。例会後

の懇親会にも参加して頂きたくさんの交流が出来まし

た。今後も友人や仲間、地域の方をお誘いして参加し

てください。 

◎所沢ワイズメンズクラブの FB ページをつくりまし

た。是非ご覧ください。 

https://www.facebook.com/ys.tokorozawa 

第 1回 評議会報告      小関 京子 

東京ＹＭＣＡ 東陽町センター「ＹＭＣＡホール」

にて開催された評議会に、東会長、東日本区メネット

会会長澁谷メネットと３名で出席しました。  

 役員の過半数の出席をもって成立する評議会ですが、

なんと本日の出席者は２４名。定数５４名。成立した

ものの、危ないところでした。 

議題に入る前に、川越クラブの副会長であった鎌田

政稔メンが７月１日にご逝去されたことの報告があり、

全員で黙祷を捧げました。川越での第２０回東日本区

大会の折のご活躍された姿を思い浮かべました。 

関東東部部長・金丸滿雄メンから始まり、各主査の

活動計画の発表、各クラブ部長よりの活動計画の発表

が続きました。どのクラブも、同じような課題を抱え、

何とかメンバーを増やしたいと試行錯誤されていまし

た。所沢クラブの東新会長も、前向きな計画を発表。

詳細は、評議会に冊子をご参照ください。各一部ずつ、

いただいてきています。 

第 22回西日本区大会報告   澁谷 実季 

 6 月 22 日(土)には京都市国際交流会館に於いてメネ

ットアワーが開催されました。西日本区においてメネ

ット活動は盛んに行われているものの、2018-2019 年

度はメネット事業主任を選任できず、遠藤理事が兼任

されるという形となり、事業主任の担い手が不足して

いる現実を垣間見ました。今期、大野勉監事が事業主

任を担われ次期の事業主任へとつなぐ準備をされてい

るとのことでした。また、区大会では、華やかに映像

と音声を用いてバナー入場や各事業報告、表彰が行わ

れ圧巻されました。区大会を通して、内側に留まらず、

外側の機会に触れながら学ばせていただける機会を大

切にしたいと改めて思わされております。東日本区か

らは約 25 名の参加がありました。 

第 28 回アジア太平洋地域大会報告  大澤 和子 

 18 日にアジア太平洋地域の ACM が仙台 YMCA で

行われ、ASD-CE の澁谷メンが参加し、事業報告をさ

れました。 

7 月 19 日（金）～21 日（日）仙台国際センターを

会場に 11 か国 811 名（大会参加者 783 名。AYC 参加

https://www.facebook.com/ys.tokorozawa


今後の行事予定 

8/10（土） 18：00 移動例会 狭山キリスト教会 

      卓話 中村ルミ子さん  

<大人が楽しめる紙芝居> 

8/16（金）14：00 ８月準備例会 夢はうす 

9/7（土） 12：30  総主事パンガシナン YMCA 

理事長・来日歓迎パーティー 

9/14（土）18：00 ９月例会 YMCA 所沢センター 

9/25（仮）12：00 ９月準備例会シャロームカフェ 

10/5（土）14：00 関東東部部大会 

     17：00 江東クラブ 60 周年記念祝会 

10/12（土）9：30 関東東部レクレーション 

（神田川クルージング） 

     18：00 １０月例会（移動例会）  

浅羽邸（さいたま市） 

 

 

者 28 名）が集いました。「Action！前へ進もう」をテ

ーマに、宮城県知事村井嘉浩氏のその後の復興の様子

や、国崎信江さんによる防災対策の話、東日本大震災

後の被災地をめぐるツア－なども組まれて、大変有意

義な大会でした。 

 所沢クラブからは、澁谷夫妻と大澤の三人が参加し

ました。澁谷メネットは、グランドマーシャル(総合司

会)を江東クラブの山崎常久メンと共にしました。21

日の日曜礼拝では、澁谷メンが、礼拝メッセージ、メ

ネットが奏楽、大澤は司会と、所沢クラブの三人が総

出で、御用をさせていただきました。澁谷メンは”愛に

根ざし、愛にしっかりと立つ者”という題で英語による

大変すばらしいメッセージをとりつがれました。 

 

献金は、下記のようにたくさん集まりました。 

東日本大震災みやぎこども育英基金に、目標額 100 万

円を超えて寄付をすることができました。 

 

 日本中のワイズが一人

300 羽のノルマで折った千

羽鶴が、こんな風に連にな

って、会場に飾られており

ました。折るのも大変でし

たが、連にするのも大変だ

っただろうと、平和を祈る

メネット方の篤い情熱に頭

が下がりました。 

 この後、仙台七夕まつり

（8/6～8/8）にこの連が飾

られます。 

 

 

ＹＭＣＡ報告         宍戸 誠一 

7 月 23 日(火)から夏季プログラムが始まりました。 

この夏も、水泳・体操・キャンプ・語学プログラムな

どたくさんのプログラムを通して、子ども達の全人的

成長を促していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【埼玉 YMCA 職員研修】 

 

 

 

 

 

年長お泊まり保育@高尾の森わくわくビレッジ 

 

【埼玉 YMCA 職員研修】 

日時：8 月 25 日(日) 

場所：埼玉 YMCA 所沢センター 

 

所沢センターは 8月31日(土)まで夏季スケジュールと

なり、9 月 2 日(月)から通常のスケジュールとなりま

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。フードロ

スをなくして子どもたち、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。 

 

 


