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２０２０年９月の統計（９月２６日） 

在籍10名 出席者８名 

出席率  80％ 

 

２０２０年 １０月 例会予告 
日時：10 月 24 日（土）14：00～17：00 

集合：川越聖公会キリスト教会集会室 

・10 月例会はお散歩例会として行います。 

・集合場所から「時の鐘」に歩いて、川越の歴史講 

話を聴き、川越聖公会キリスト教会に戻って例会 

を開催します。 

・部長訪問があります。 

 

 

 

 

 

 

9 月例会報告 

利根川 太郎 

 

1. 開会点鐘 

2. ワイズソング「いざ立て」 

(Bendigo Y Service Club Choir) 

3. ワイズの信条(省略) 

4. セーラムクラブとの交流会 

・セーラムクラブメンバー自己紹介 

・クマールさん自己紹介（ゲスト；インドハイ 

デラバードクラブ） 

・川越クラブメンバー自己紹介 

・互いのクラブ活動の紹介 

5. 議事・報告 

(1) アースディ参加コンテンツについて 

・スライドショウを上映し承認。 

・ワイズメンズクラブ国際協会の紹介 

・川越クラブの活動紹介 

(2) チャリティ・ランの参加者・方法について 

・実行委員会報告 

・川越クラブメンバーと、YMCA に来ている小中

学生が一緒に参加できる行事を考える。 

(案)川越版チャリティ・ラン 

11 月 7 日(土)川越水上公園 

・何チームかに分けてリレー形式 

・高校生や卒業生にも声をかける。 

 

 

クラブ会長主題:   「埼玉 YMCA を支援しよう！」 
国際会長主題: “ VALUES, EXTENSION and LEADERSHIP” 

「価値観、エクステンション、リーダーシップ」 

アジア太平洋地域会長主題: “ Make A Difference ”  

「変化をもたらそう」  

東日本区理事主題: “Let’s enjoy Changes.”  

 「変化をたのしもう！」 

関東東部部長主題 「学びと親睦を糧に外へ向かおう！」 

10 月の聖書 
 
死の陰の谷を行くときも、わたしは災いを恐れない。あ

なたがわたしと共にいてくださる。あなたの鞭、あなた

の杖、それがわたしを力づける。 
(詩編 23 編 4 節) 
Even though I walk through the valley of the shadow 
of death, I will fear no evil, for you are with me; your 
rod and your staff, they comfort me. 
 (Psalm 23:4) 
 

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 



 
(3) 例会プログラム 

・次回プログラム 

 川越の街をお散歩例会 

 10 月 24 日(土)14：00～17:00 

川越聖公会キリスト教会～時の鐘 

 講話者；神山節夫さん(江戸東京博物館と 

川越博物館説明員) 

・次々回プログラム 

卓話「5Gについて」 

卓話者；札埜慶一さん(熱海クラブ) 

11 月 28 日(土)16：00～18：00 川越ＹＭＣＡ 

Zoom ハイブリッド会議(他クラブ参加も可) 

ぜひ、知人・友人をお誘い下さい！！ 

   ・次次々回プログラム 

    クリスマス例会 

12 月 19 日(土)16：00～川越ＹＭＣＡ 

お弁当でクリスマス会を行う。 

(4) その他 

埼玉クラブ例会から 

・浦和見沼田んぼを守る会の藤原悌子さんの話 

が興味深い。川越クラブで卓話はどうかとい 

う提案があった。 

・浅羽邸がリニューアルした。移動例会として 

会場使用の提案があった。 

6. ＹＭＣＡ報告 

(1) フィリピンワークキャンプ報告 

10 月 3 日(土)Zoom 報告会 

ビデオを撮っておくので、後で視聴できます。 

(2) 寄付の協力お礼 

・アミノバイタル およそ 100 万円の寄付 

・コストコ提供のクイックルワイパー200 円 

で販売中 

(3) 川越駅にＹＭＣＡのポスターを展示したらど

うか(提案) 

7. 閉会点鐘 

 
 

IBC の Salem Y Service Club との 
Zoom ミーティング 

会長 吉野 勝三郎 

 

コロナ禍をきっかけに、川越クラブと IBC 関係に

あるアメリカ合衆国・オレゴン州セーラム市にある、

Salem Y Service Club と初めての Zoom による会合

が実現しました。 

時差の関係で日本時間の２６日（土）午前１１時

は現地の２５日（金）午後７時でした。一時間にわ

たって、両クラブのメンバー紹介、両クラブの活動

内容説明などを行うことができ、大変意義深い会合

となりました。 

セーラムクラブのメンバーも高齢化が進んでい

ますが、皆さんが私達川越クラブとの Zoom での会

合を楽しみにして、主要なメンバーは開始１５分以

上前からカメラの前に集まっていました。 

メンバーの中には、学生時代に日本からの留学生

と同室だったという人もいて、両国の関係に親しさ

を感じることができました。 

今回の Zoom は、東日本区が契約している利用権

利を事前に予約して、国内・外と拠点を結んで、画

像と音声を共有することができました。 

私達の主たる拠点は、利根川太郎・恵子夫妻のご

自宅をお借りして、川越クラブのメンバー７名が集

まり、１名は自宅から参加しました。 

また、この Zoom ミーティングの直前に YMI World

の表紙に使用された写真に川越クラブメンバーと

写っているインドのハイデラバードクラブのクマ

ールさんも特別参加してくれました。山本メンは二

人のお子さんを連れての出席で、華やかさが増しま

した。 

今回の Zoom ミーティング終了後には、早速イン

ドのクマールさんからハイデラバードクラブとの

Zoom ミーティングが提案されましたので、改めて計

画することにしました。 

このような形でIBCのクラブと親しく交流できた

ことを本当にうれしく思います。また、DBC の北九

州クラブともすでに Zoom 交流会を実施しました。  

Zoom の提供会社とは東日本区が契約しています

ので、他のクラブでも積極的に活用されることをお

勧めします。利根川夫妻の持つ IT の知識と関連機

器がフルに活かされてこのような交流が可能とな

りました。例会は午後１時に終了となり、その後は、

利根川夫妻の用意してくれた素晴らしい昼食をご

馳走になって、利根川夫妻の努力と好意に深く感謝

しつつ 9 月の例会をお開きとしました。 

 

 

 

 



 
 

第２４回関東東部大会 
千葉ウエストワイズメンズクラブ 

チャーターナイト報告 

 利根川 太郎 

 

１０月３日（土）浅草橋ヒューリックカンファレ

ンスに於きまして、第２４回関東東部大会と千葉ウ

エストワイズメンズクラブ国際協会加盟認証状伝

達式が行われました。 

川越クラブからは、吉野会長、吉田公代さん、山

本剛史郎さん、生川美樹さん、利根川太郎・恵子が

参加しました。部大会では、特に新入会員として生

川さんが会場の皆さんに紹介されました。 

プログラムは、第１部が開会式と会食。コロナの

感染拡大防止のため懇親会が設けられない代わり

に、今半の豪華なお弁当で会食となりました。 

第２部は、新しく関東東部に誕生した千葉ウエス

トワイズメンズクラブのチャーターです。千葉クラ

ブをスポンサークラブとして、設立までの４年間の

経過が報告されました。板村理事による認証状伝達、

チャータバッジ装着、メンバー紹介、クラブバナー

紹介が行われ、新クラブが無事認証されました。 

日本には西またはウエストの名前がつくクラブ

が５クラブありDBCを結んでペンタゴンとして交流

しているそうです。その５クラブを代表して、神谷

幸男さん（東京西クラブ）から早くも DBC のお誘い

がありました。ヘキサゴンとして活動しませんかと

いう楽しいお申し出でした。 

第３部は部大会ですが、この日は盛りだくさんの

プログラムですので、各クラブの現況報告は紙上で

行い、バナーセレモニーが行われました。 

また、各クラブに CS事業奨励金として、３万円が

支給されました。 

第４部は「Change!2022」推進委員会委員長の栗本

治郎さんの講演でした。これまでの取り組みの報告

と新たな「アクションプランⅡ」の説明がありまし

た。アクションプランⅡの一つ「アニバーサリー・

プレゼント・プラン」はこれからの３年間に周年記

念を迎える３６クラブに、新規会員を紹介しようと

いうものです。皆さん、各クラブの所在地の近くに

お住まいのお知り合いがいたら、ぜひご紹介くださ

い。 

 

CS 事業奨励金を吉野会長が受け取りました。 

 

ＹＭＣＡ報告 

河合 今日子 

 

＜プログラミングクラス開講＞ 

8 月の例会でご報告しました通り、今年度アマゾン

ジャパン社、ライフイズテック社、YMCA が協働し

「Amazon Future Engineer」というプロジェクトが始

まりました。 

埼玉 YMCA では、9 月 30 日より放課後等デイサービ

スの特別プログラムとして開講し、中高生 4 名と川越

ワイズの森下さんを含め3名のリーダー体制で行なっ

ています。 

1 回目はオリエンテーション・タイピング・Life is 

Tech Lesson ログインまで行ないました。Life is Tech 

Lesson ログイン時にネットに繋がらなくなるプチト

ラブルもありましたが、みんな 1 時間 20 分とても興

味深々に取り組んでいました！ 

テクノロジーを通して子どもたちに新しい世界観

や、創り出す楽しさを感じるクラスになればと思いま

す。全 11 回、毎週水曜日 18:30 からみんなでたのし

く行っていきたいと思います。＜近山智美報告＞ 

 

＜熊本県球磨村における避難所運営への職員派遣に

ついて＞ 

現在、7月の豪雨災害を受け、熊本 YMCA で避難所の

運営を担っております。 

そしてこの度、全国の YMCA スタッフに避難所運営

の派遣要請が届き、埼玉 YMCA から 2 名派遣すること

に決定いたしましたのでご報告いたします。 



 
近山智美：10月 15 日（木） － 10 月 21 日（水） 

太田 聡：10月 19 日（月） － 11 月  1 日（日）  

 

2 人とも、熊本のためにこれまでの経験を活かした

働きをしてくれることと思います。そして、派遣から

戻った後はその経験を活かし、YMCA 運動を一層強める

働きをしてくれると思います。詳細は、また例会等で

ご報告いたします。 

 

＜川越センター職員からご報告＞ 

この度、川越センターの職員近山智美が 10 月 8 日

に入籍いたしました。 

結婚に伴い、名字は立岡（たておか）に変わります。

職務については、これまで同様に続けていきますので、 

引き続き皆様よろしくお願いいたします。 

 

 

その他連絡事項 

利根川 太郎 

  

1. YMI ワールドの表紙 

   吉野会長のセーラムクラブとの Zoom 例会報 

告の中にありましたように、2014 年 11 月に川 

越クラブをハイデラバードクラブが訪問した 

際の、歓迎会の写真が表紙を飾りました。 

 
2. わいわい食堂の再開 

10 月 18 日(日)10：30～成田山別院集合 

    ・仕出し弁当に豚汁を作って昼食。 

    ・わいわい工作はハロウィーン 

3. 10 月 24 日（土）例会について 

 集合場所が「川越聖公会キリスト教会」集会

室に変更されました。関東東部柿沼部長が、部

長公式訪問で川越クラブ例会に参加されます。 

4. 11 月 28 日(土)例会について 

熱海クラブから、卓話者の札埜慶一さんと栗

本治郎さん、大川貴久さんがご参加くださいま

す。卓話は「5G」についてです。Zoom による参

加ができますので、興味のある方は、どなたで

も、利根川までご連絡ください。 

tonegawa@js2.so-net.ne.jp 

  

編集後記 

利根川 太郎 

 

 川越クラブのブリテン 10 月号をお届けします。 

9 月例会は IBC のセーラムクラブとお互いのクラ

ブ紹介、メンバー紹介をして、Zoom 交流会を行いま

した。 

 16 時間の時差も太平洋を跨ぐ距離も感じさせず、

すぐそこにいるような、和やかでリラックスした雰

囲気で貴重な体験でした。ゲストに、ハイデラバー

ドクラブのクマールさんも加わり、国際色豊かな例

会となりました。コロナの思わぬ副産物ですが、DBC

とも例会を共有したばかりですので、今後も広く世

界と繋がっていけることを願っています。 

 


