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２０１９年11月の統計（11月30日） 

在籍11名 出席者８名 

出席率 72.7％ 

クリスマス例会を開催 

参加者１９名 

 

２０２０年 1 月 例会予告 
日 時：1 月 25 日（土）午後 16:00 ～18:00 

場 所：川越ＹＭＣＡ 

ＳＤＧ’ｓ勉強会 講師；利根川恵子 

 お願い：使用済み切手とプルタブをお持ちより下

さい。提出期限が 2 月までです。 

 

 

 

 

 

 

２０２０年を迎えて 
 

川越ワイズメンズクラブ会長 

吉野 勝三郎 

 

  カルロス・ゴーン氏の密出国やイランと米国

の対立など、マスコミを賑わす話題には事欠か

ない日々でしたが、皆さんは年末・年始をどの

ように過ごされたでしょうか？私は、恒例の群

馬のスキー場で 3 日連続のスキーを楽しみま

した。孫たちには、小さい時からスキーを教え

てきましたが、高校や中学生になった男の子と

は、滑走距離 2,800 メートルを一緒に滑り降り

ながら、しみじみ体力の差を感じざるを得ませ

んでした。私は、この 2 月で満 75 歳となり、

後期高齢者の仲間入りとなりますが、自分とし

ては、そんなに長く生きてきたのかなというの

が素直な気持ちです。心も体も若いつもりでし

たが、時の経過には抗えません。 

 

昨年は、一年の準備期間を経て、ぜひ行って

みたいと願っていたインドに初めて行ってき

ました。今年も、2 月と 4 月に短期出張の予定

です。インドはワイズの活動が盛んですので、

今年はハイデラバードのクラブメンバーに現

地で会えることを期待しています。インド人が

学校で習い、誇りを持つ言葉として、Unity in 

diversity（多様性の中の統一）があるそうで

す。この言葉の深みと広がりをさらに理解した

いと思います。 

 

クラブ会長主題   「２０周年を次の２０年へ！！」 
国際会長主題   “Building Today for a Better Tomorrow”

「より良い明日のために今日を築く」 

アジア太平洋地域会長主題 “Action” 「アクション」 

東日本区理事主題 「勇気ある変革、愛ある行動！」 

“Innovation with courage, action with 

heart!” 

関東東部部長主題 「紡ぐ ワイズのこころ」 

1 月の聖書 
 
そこで、私（イエス）は言っておく、求めなさい。そう

すれば、与えられる。探しなさい。そうすれば、見つか

る。門をたたきなさい。そうすれば、開かれる。誰でも、

求める者は受け、探す者は見つけ、門をたたく者には開

かれる。 
（ルカによる福音書） 
 
Jesus says to you, “Ask and it will be given to you, 
seek and you will find; knock and the door will be 
opened to you. For everyone who asks received; he 
who seeks finds; and to him who knocks, the door will 
be opened.” 
（Luke 11:9-11) 

THE SERVICE TO THE YMCA              AFFILIATED WITH THE INTERNATIONAL ASSOCIATION

 

 
    

The Y’s Men’s Club of Kawagoe 

〒350－0046 川越市菅原町 7－16 

    希望の鐘 The Bell of Hope 



 
そのような中にあって、私は、“SDGs”と“５G”

に興味を持っています。 

Sustainable Development Goal’s (持続可能な

開発目標)と 5th Generation(5 世代通信規格)で

す。これらは、私達の日々の生活の中で強く意識

して行きたい事柄です。ぜひ今年の川越クラブの

例会で、これらのことと私たちの関係を学びたい

と願っています。 

私の所属する教会は、20 年来の川口市の土地区

画整理事業のため、教会堂を建て替える年となり

ます。こちらの責任者でもありますので、皆さん

にはご迷惑をおかけすることも多々あるかと思い

ますが、今年もよろしくお願いいたします。 

 

 

１2 月例会報告 

利根川 太郎 

 

   川越ＹＭＣＡに来ている高校生を招いてクリ

スマス例会を開催しました。コムギリーダーとレ

オリーダーも参加してたいへん賑やかな例会に

なりました。例会の概要を報告します。 

 

 ・開催日時 １２月２１日(土)17：00～19：00 

 ・開催場所 川越ＹＭＣＡ 

 ・参加人数 １９名 

クリスマス例会は、開会点鐘、ワイズソング「い

ざ立て」斉唱のあと、吉野勝三郎会長の進行でプ

ログラムを進めました。 
・「クリスマスを祝いましょう」吉野会長 
・讃美歌１１２番“もろびとこぞりて“ 
・聖書“ルカによる福音書”２章１節～７節 

そのころ、全世界の人口調査をせよとの勅令

が、皇帝アウグストから出た。これは、クレニ

オがシリヤの総督であった時に行われた 初

の人口調査であった。 
人々はみな登録をするために、それぞれ自分

の町へ帰って行った。 
ヨセフもダビデの家系であり、またその血統

であったので、ガリラヤの町ナザレを出て、ユ

ダヤのベツレヘムというダビデの町へ上って

行った。それは、すでに身重になっていたいい

なづけの妻マリヤと共に、登録をするためであ

った。 
ところが、彼らがベツレヘムに滞在している

間に、マリヤは月が満ちて、初子を産み、布に

くるんで、飼葉おけの中に寝かせた。客間には

彼らのいる余地がなかったからである。 
・お話“ＹＭＣＡとキリスト教“ 
・讃美歌１０９番“きよしこの夜” 

 
    この後、山本剛史郎メンによる食前の祈りを

捧げて、参加者みんなで楽しく会食をしました。 

 
    贈り物交換をした後、それぞれが２０１９年

を振り返り、２０２０年への抱負を語りました。

高校生の皆さんは、卒業を控えてそれぞれの夢

も語ってくれました。 

 
 
 
 
 
 
 



 
  ・議事 

・在京新年会出席者 
  1 月 11 日(土) 

東京ＹＭＣＡ社会体育保育専門学校 
  吉野勝三郎、山本剛史郎、吉田公代 

生川美樹、利根川太郎 
・紅あか販売報告 
  10kg 7 箱、5kg 44 箱 
  パンフレットの残部がたくさんある。 

来年度は早めに取り組む 
・わいわい食堂取り組み報告 
 第 4 回わいわい食堂 
  12 月 27 日(金) 参加数 8 名 
  昼食；ハヤシライス、宿題と工作(コマ) 
 第 5 回わいわい食堂 
  1 月 27 日(月)14:30 集合 川越ＹＭＣＡ 
   豚汁と手巻き寿司 
  準備打ち合わせ 1 月 24 日(金)17：00 
・バス日帰り旅行 
  2020 年 3 月 31 日(火)富岡製糸場方面 
  有限会社「黒子」に手配依頼 

  ・次回以降の例会 
・次回は 1 月 25 日(土)16:00～18:00 
 川越ＹＭＣＡ 
 ・ＳDＧ’ｓ勉強会 講師；利根川恵子 
・次々回は 2 月 22 日(土) 
・プログラム案 
  リーダーズフォーラム報告会 

報告者；川越ＹＭＣＡリーダー 
  5Ｇ勉強会 

講師候補；未定 
 
 
 
 

ＹＭＣＡ報告 
 

河合今日子 
 

＜本年もよろしくお願いいたします＞ 
12 月の例会では、クローバークラブの高校生

メンバーやリーダーをお招きいただきありがと

うございました。 皆様と共に素敵な時間を過ご

させていただき感謝しております。  
実は、今回は前回の経験を生かし、メンバーは

クリスマス会前に「プレゼント交換とは何か、プ

レゼントはどんなものが良いか」「食事のシェア

の仕方」などをクラスで学んでから参加しました。

学びの成果が出たようで、前回よりはお互いにゆ

っくりと食事や談笑を楽しむことができたよう

に思いますが、いかがでしたでしょうか。 
今年も昨年同様、地域にある元気で明るいセン

ターとして活動していきたいと思います。 
本年も皆様のご協力、ご支援を賜りますようよ

ろしくお願いいたします。 

 
＜国際協力街頭募金のご報告＞ 
１２月２１日(土）、川越駅東口におきまして国

際協力街頭募金を行いました。 
募金額は 17,217 円でした。寒空の中、街頭募

金にご協力いただきました皆様、ありがとうござ

いました。 

 
＜ビックスマイルスキーキャンプを実施しました＞

2020 年 1 月 3 日～5 日、 
今年度も埼玉 YMCA では、特別支援教育プロ

グラムに参加されているお子様を対象としたス

キーキャンプを実施しました。 
メンバー14 名は、 慣れない環境に戸惑いなが

らも キャンプ生活を通して 仲間やリーダーと

共に多くの気づき、学びを得ます。そして、メン

バーだけではなく、私たちリーダーやスタッフも

また、メンバーから多くの事を学ばせてもらって

います。この学びに感謝しながら、2020 年も子

どもたちの豊かな成長を願い、共に歩んでいきた

いと思います。 



 
＜フィリピンワークキャンプのご案内(再）＞ 

2020 年 2 月 10 日(月・祝）～2 月 24 日(月）

の 14 泊 15 日でフィリピンワークキャンプを開

催します。昨年度は 3 名が参加し、言葉の壁に苦

戦しながらも現地フィリピン人キャンパーとの

絆を深め、たくさんの気づきを得て帰国しました。  
今年度もぜひ、ご家族やお知り合い等で興味の

ありそうな方がいらっしゃいましたらお声がけ

ください。 
ご質問等ありましたら、担当布目（ぬのめ）ま

でお願いします。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

シアトル便り ～クリスマス・お正月 

 

森下 千恵子 

 

 明けましておめでとうございます。今年もよ

ろしくお願いします。 

シアトルは今日も雨です。元旦はお餅を買い

忘れてしまい、おまけに休暇は何もしたくない

というホストマザー（ドウター？）は１日中寝

室で食っちゃ寝状態で出てきません。冷蔵庫の

残り物を探しながらいささかひもじいお正月で

した。暮れに宇和島屋に行ったときに何故お餅

を買わなかったんだろうと悔やまれます。そこ

に追い打ちをかけるように日本からお節料理の

写真が送られてきます。食べたい…なかなかの

出来です。留守宅での父と娘の協働は上手くい

っているようです。 

クリスマス休暇明けの１２月３０日から学校

が始まり１月は元旦のみお休みで２日からは通

常どおりです。新年はすでに１２月末から始ま

っている感じです。 

年末年始は語学学校の学生も勘違いか確信犯

かわからないのですがほとんど来ないので先生

とマンツーマンという贅沢な授業でした。（ほと

んどおばちゃん話に花を咲かせていただけです

が）来週からは皆もどってくるでしょう。 

昨年になってしまいますがクリスマスについ

てお話します。やはりクリスマスは１年の中で

も大きなイベントです。ハロウィン、サンク

スギビング、クリスマスと各家々でほんとに

色々工夫して飾りつけを変えるのでお散歩する

のが楽しみです。アメリカ人は本当にこういう

行事を楽しむのが上手だなと思います。 

学校はクリスマス休暇になるので特に行事は

なしですが、休暇の前にレベンワースというド

イツ風の町に学校主催の小旅行に行きました。   

本当のドイツを知る身としてはちょっと眉唾

ドイツ村ですが、これもベタなアメリカの観光

地としてはいい思い出になりました。グリュー

ワインを飲み、雪も降ってクリスマス気分を盛

り上げるのには良かったと思います。町も可愛

かったです。 

いくつかのクリスマスパーティがありまし

た。あるフィリピンファミリーの家のクリスマ

スパーティは、この家族は仲が良くていつも楽

しいのですが、お料理もおいしくてクリスマス

プレゼント交換のルールが面白いのです。 

プレゼントを集めてクジを引き１番から順に

プレゼントを選んで持っていきます。プレゼン

トはその場でビリビリと包装紙を破いて開けて

みます。順番の後の人は前の人のプレゼントが

良かったら交換していいのですが、１番の人だ

けはその権利がないのです。情け容赦なくプレ

ゼントをとってしまうので盛り上がります。ビ



 
リビリの包装紙の山がすごかった。写真にとっ

ておけば良かったと悔やまれます。 

 

クリスマス当日は特に何もなく静かです。ク

リスマスツリーの下に置かれたプレゼントは２

５日に開けます。家によっては２４日にあける

家もあるのですがミンディは２５日に開けると

のことでした。ミンディは宗教には否定的なの

で特に教会に行くことはありません。私はプレ

ゼントで冬の暖か部屋着が上から足先まで揃い

ました。大好きウォルマート。アメリカのファ

ッションセンターしまむらです。私からミンデ

ィとノエルには「何かいいことがあった日とか

記念日に使ってね。」とペアのワイグラスセット

を送りました。 近ケンカが多いからね。 

食事はお肉料理や手作りデザートで、ケーキ

はありませんでした。ターキーはサンクスギビ

ングデーです。大量に作ってクリスマス数日は

料理しないのはお節に似ていますが、お節の様

にバラエティがないのでお肉ばかりでいささか

胃がもたれます。 

アメリカの家庭生活や行事を体験したいと当

初から伝えていたのでミンディも大変だったと

思いますが、お陰で沢山の人と知り合うことが

できてとても良かったと思います。 

 

クリスマスでほとんど大きな行事は終わった

のですが、今は悶々と車について考えておりま

す。うーん、車が運転したい。やはりアメリカ

を堪能するには車がなければ…。免許はあって

も左ハンドルは練習が必要。次は車のためにま

た渡米しましょうか。 

 

 

 

 

 

編集後記 
 

皆様、明けましておめでとうございます。米

国の大統領がイランの司令官殺害を指令するな

ど、新年から不安なニュースが飛び込んできた

2020 年ですが、皆様はどうお過ごしでしたでし

ょうか。 

私たちは、久しぶりに母と新年を自宅で迎

え、ゆっくりとした良い元旦を過ごしました。 

相変わらず 3 日にはヨハンシュトラウス管弦

楽団の新春コンサートを楽しんで中華街で食

べ、翌日は弟一家と新年の祝いをして食べ、5日

6 日は修善寺へ 1 泊旅行して中伊豆ワイナリーで

飲んで食べ、正月太りを絵に描いたような日々

を過ごしてしまいました。七草粥から反省の

日々を送っています。 

2020 年が皆様にとっても、世界にとっても良い

年となるように願っています。 

利根川太郎 
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ミンディのパートナーノエルの誕生日をグリーン

ウッドのギリシャレストランで 

ミンディとお母さんのジャン 


