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２０２０年１１月の統計（１１月２７日） 

在籍10名 出席者８名 

出席率  80％ 

ゲスト（敬称を略させていただきました） 

・卓話者；札埜慶一（熱海クラブ） 

栗本治郎、大川貴久（熱海クラブ） 

・Zoom参加（ハイデラバードクラブ） 

 クマール、パニ、アプルヴァスワッティ、 

スリアム 

・Zoom参加 

 板村哲也、衣笠輝夫、森田美都子、 

布上征一郎、小原史奈子、太田勝人、 

上松寛茂、橋崎恵子、曽我部久、渡辺大輔、 

森本俊子 

 

２０２０年 １２月 例会予告 

日時：12 月 19 日（土）11：30～12：30 

場所：Zoom ミーティング(川越 YMCA) 

クリスマス例会⇒中止・要連絡事項確認 

・セーラムクラブとの交歓会 

・Zoom による参加を原則とし、川越ＹＭＣＡ 

に会議室を設定してハイブリッドで開催 

します。 
 

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！」 

12 月の聖書 
 
「マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをい

ただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子

をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、い

と高き方の子と言われる。神である主は、彼に父ダビデ

の王座をくださる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その

支配は終わることがない。」 
（ルカによる福音書 1 章 30－33 節） 
 
“Do not be afraid, Mary, you have found favor with 
God.  You will be with child and give birth to a son, 
 and you are to give him the name Jesus.  He will be 
great and will be called the Son of Most High. The 
Lord of God will give him the throne of his father 
David, and he will reign over the house of Jacob 
forever; his kingdom will never end.”  
(Luke 1:30-33) 
 

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 



 
11 月例会報告 

利根川 太郎 

 

会場；川越ＹＭＣＡ 

日時；11 月 27 日(土)16：00～18：00 

1. 開会点鐘 

2. ワイズソング「いざ立て」 

3. ワイズの信条(省略) 

4. ゲスト紹介 

・卓話者 札埜慶一さん（熱海） 

・栗本治郎さん、大川貴久さん（熱海） 

・東日本区理事 板村哲也さん（東京武蔵野多 

摩) 

・ハイデラバードクラブ紹介 

 クマールさん 

クマールさんの娘夫婦（アプルヴァスワッテ 

ィさん、スリアムさん） 

パニさん 

・北九州クラブ紹介 

曽我部久さん 

・Zoom 参加の皆さん 

森田美都子さん（京都パレス） 

橋崎恵子さん（姫路グローバル） 

布上征一郎さん（東京グリーン） 

小原史奈子さん（東京たんぽぽ） 

太田勝人さん（東京町田スマイリング） 

渡辺大輔さん（東京武蔵野多摩） 

森本俊子さん（長野） 

衣笠輝夫さん（埼玉） 

上松寛茂さん（埼玉） 

5. 卓話「５G について」 

札埜慶一さん（熱海クラブ） 

・5Ghz(周波数)と 5G(世代)の違い、IoT の変化 

6. 議事・報告 

(1) 評議会報告 

・プルトップ収集は車椅子 2 台を寄贈して終了 

(2) 「紅あか」チャリティ 

・52箱の注文があった。12 月 20 日頃締切 

・12月 5日までにレシピを山崎さんに送る 

・来年度の予定 

紅あづまを入れる予定。紅あかと紅あづま 

の混合と紅あかのみの 2種類を販売予定 

(3) 例会プログラム 

・次回プログラム 

クリスマス例会 ⇒ 中止 

連絡事項(後述)参照 

12 月 19 日(土)11：30～14：00 

ウェスタ川越２F 会議室１ 

 ・会費１０００円 会計；山崎さん 

・出欠確認 森下さん、山本さん、松川さん 

・Zoom ハイブリッド会議（WiFi 確認） 

・セーラムクラブ参加（Zoom 参加） 

 依頼；吉野会長 

・11:45～12:30 

Zoom による出席者自己紹介・ゲーム 

出席者は名札を付ける 

     ・12:30～13:30 仕出し弁当で昼食会 

      弁当発注；利根川恵子 

     ・13:30～14:00 プレゼント交換 

     ・ＹＭＣＡ関係 

      参加者；子ども７名、スタッフ３名 

      担当者；河合さん、宮崎さん 

   ・次々回プログラム 

    次期の役員等検討 

・1 月 23 日(土)16：00～17:00 

・会場；Zoom ミーティング 

・吉野会長、山崎さん、利根川の計４名は、 

川越ＹＭＣＡにてハイブリッド 

7. ＹＭＣＡ報告 

(1) チャリティー・ラン 

１１月２８日（日）閉会式 

(2) オリジナルウェブ造りのプログラム教室 

無事終了 

8. 閉会点鐘 

 
 

 
 
 

「１１月例会 卓話報告」 

会長 吉野 勝三郎 

 

コロナ禍の中、Zoom や Skype といった通信手段

が、私達の日常生活の中に急速に取り入れられ、リ

モート勤務も珍しくなくなりました。 

政府も、遅ればせながら、書類への捺印を極力廃

止するなど、事務処理の更なるデジタル化による効

率化を目指しています。そのような社会的背景の中

で、これから普及するという５G（ファイブ・ジー）、

更には６G（シックス・ジー）について、少しでも知



 
識を得たいと思い、クラブメンバーの同意を得て、

札埜メンにお願いしたところ、快諾していただき、

今回の卓話となりました。 

当日は、遠路、熱海から川越まで来て下さり、感

謝でした。それも、栗本治郎元東日本区理事、大川

貴久書記も来て下さって、川越クラブの例会がにぎ

やかになりました。 

熱海からの皆さんは、川越名物の“いちのや”で

昼食に鰻を食べてからの卓話でしたので、大変、舌

の回りが良く、聞きやすい卓話でした。 

テーマに興味を持って下さる方が多く、Zoom のリ

モートで 15名の方が、その中にはインドからも 4名

の方も参加してくださいました。 

インドからの参加者には、利根川恵子メンが通訳

の奉仕をして、実り多い卓話となりました。 

 卓話の内容ですが、ここで使われている G は

generation つ ま り 、 世 代 の こ と で す 。 1st 

Generation(第一世代)は 1980 年代に携帯電話が出

現し、どこでも電話がつかえるようになった時代で

す。２G は 1990 年代、３G は 2000 年代でメール・

写真・インターネットが使え、現在は４G の世界で

す。 

５G は高速通信が可能となり、４Gの 10 倍のスピ

ードと言われています。車で言えば高速道路が張り

巡らされる世代と言えます。通信速度を上げるため

には、電波の周波数を上げる必要があります。 

ところが、周波数が高くなればなるほど電波の到

達距離が短くなるという現象があります。それを補

うためには、中継基地を増やす必要があります。 

そのため、今日現在では、日本で 5Gの恩恵に与れ

るのは、首都圏の一部と、東海道メガロポリスの中

の一部だけです。残念ながらまだ川越は使えません。

数年の内には使えるようになるでしょうとのこと

でした。 

今回発売された iPhone12 は５G対応ですが、本来

の５G 帯域であるマイクロ波に対応していないので、

(アメリカで発売したものは対応している)買い替

えを考えている人はもう少し持った方が良いでし

ょう。 

 かつて、国際電話を使ったことのある人は経験し

ていると思いますが、通信に遅延があり、お互いの

話を最後まで聞くには、しばらく待つ必要がありま

した。しかし、４G では遅延は大幅に改善され、５G

ではほとんど分からないくらいになるそうです。要

約すると、５Gは； 

―高速大容量通信 

―低遅延通信 

―多数同時接続通信 

が可能となります。 

 この５Gを使えば、車の自動運転も実用化が進み、

既に４G で一部実行に移されている遠隔手術「スマ

ート手術室」がさらに進展することが期待されてい

ます。 

日本政府は、５G の技術開発で後れを取ったので、

６G では日本が主要な立場を確保できるよう、大き

な予算を用意するということがマスコミで報道さ

れています。 

通信技術の発展は社会的問題を解決するツール

としてとても有益と考えています。６G の世界とは

どんな世界になるのでしょうか。それまで生きてい

られるかな---。 

 

 
 

 

 

ＹＭＣＡ報告 

河合 今日子 

 

＜チャリティー・ラン 2020 報告＞ 

今年度もチャリティー・ランにご参加、ご支援いた

だきましてありがとうございました。 

今年は、197名のエントリーがあり、11月 29日（日）

に無事に閉会式を終了いたしました。詳細はまた後日

お知らせします。 

なお、ラッフル抽選券の引き換えは、12月 8 日（火）

から行ないます。引き換え券をお持ちの上、ご来館く

ださい。 

 

＜YMCA×Amazon 協働寄附支援プログラム「ほしい物

リスト」活用の取り組みについて＞ 

現在、Amazon が新たに取り組む「みんなで応援プロ

グラム」に YMCA も協働することになり、「みんなで応

援プログラム」が始まっております。 

このプログラムは簡潔に言うと「日本における寄附

文化の醸成を目的とした取り組み」となり、Amazon が

ハブとなって、社会貢献活動（団体）と寄附者とをマ

ッチングしていくものとなります。 

※詳細はこちら↓の URL をご覧ください。 

https://www.jiji.com/jc/article?k=000001222.000

004612&g=prt 

現在のところ、川越センターで希望している２点

（Lego セットと Slacker NingaLine)とつながって

いただける寄附者の方が見つかっておりません。 

もし、ご支援いただける方がおりましたら、よろし

くお願いいたします。 

＜Amazon「みんなで応援」プログラム  埼玉 Y へのリ

ンクページ＞ 

 ※ 「カテゴリから支援先を選ぶ」⇒「教育・児童」 

⇒「埼玉 YMCA」＞ 



 
https://www.amazon.co.jp/hz/wishlist/ls/3LSKGR6

KAR1UF/ref=s9_acss_bw_cg_hogo_md1_w?pf_rd_m=A3P

5ROKL5A1OLE&pf_rd_s=merchandised-search-

2&pf_rd_r=YCWTCM953YHMY78TQHMN&pf_rd_t=101&pf_r

d_p=56ebcac1-ee92-47fb-add1-

10f3f826a4ab&pf_rd_i=8459883051 

 

＜みんなで考える感染予防オンラインセミナーのご

案内 12/21) 

 毎日のニュースでは感染者数が発表され、こうした

ら良い、これは危険という情報が溢れ、結局何をした

ら良いのかと思わされる状況です。 

そこで、埼玉 YMCA では、公衆衛生の専門家の岩室紳

也先生をお呼び致しました。 

http://www.saitamaymca.org/information/pdf/2020

/20201022semina.pdf 

（リンク参照） 

テレビでご覧になった方がいらっしゃるかもしれ

ませんが、先生は、夜の街が危ないとメディアで取り

上げられてから、お店を訪れて感染予防の指導をされ

たりしています。禁止するのは簡単ですが、根本的な

感染経路を考え、科学的根拠を基にできる事を考え

「寄り添って一緒に考えてくださるスタイル」です。 

先月、YMCA スタッフを含め、近隣の学童職員向けに

研修会を行いましたが、「ウイルスがどこから、どこへ、

どうやって」という自分の頭でしっかり考えて対策を

うつ重要性を学びました。 

ご希望の方は、下記リンクよりお申し込みください。 

申込リンク 

https://forms.gle/P32RhTon1qHGPWk26 

＊リンクに必要情報を入れていただくと、前日に

ZoomID をメールでお知らせいたします。 

岩室先生の情報 

ホームページ： http://iwamuro.jp 

Facebook： https://www.facebook.com/iwamuro   

 

＜埼玉 YMCA オンラインクリスマス会のお知らせ＞ 

川越ワイズメンズクラブの皆様、日々のお支えに感

謝いたします。 

2020 年も早いもので、残すところ 1か月になりまし

た。 

例年、所沢センターにてクリスマス礼拝／祝会を実

施しておりますが、このような社会状況の中、集会型

の開催は難しいと判断いたしました。 

それならばと、オンラインで楽しい時間を過ごせな

いかと職員有志が、現在オンラインクリスマス会を企

画しております。 

ワイズの皆さんもぜひご参加ください。なお、タレ

ントショーのパフォーマーも募集しています。（オン

ライン LIVE・録画可） 

当日は、ビンゴ大会も企画しております。ご参加さ

れる方は、河合までお知らせください。 

日時：12月 12 日（土）19:30～21:00（終わり予定） 

場所：Zoom 

トピック: オンラインクリスマス会 

時間: 2020 年 12 月 12 日  

Zoom ミーティングに参加する 

https://zoom.us/j/96771825630?pwd=UTM1OHNNbGdOZ

0FicTI2ZzJIQ2hMZz09 

ミーティング ID: 967 7182 5630 

パスコード: waiwai 

＊タイムテーブル＊ 

19:30 スタート 

   2020 年振り返りスライドショー 

   熊本水害避難所報告（立岡・太田） 

20:00 タレントショー（歌・演奏・手品・ダンスなど）  

     ビンゴ大会！ 

   クリスマスメッセージ（小谷総主事） 

21:00  終了 

 

その他連絡事項 

利根川 太郎 

  

1. 12 月 19 日（土）クリスマス会について 

・子どもたちを招いてのクリスマス会は中止し 

ます。コロナの感染状況が拡大して、学校が 

休校のためです。 

・例会は以下の形で開催したいと思います。 

日程；11：30～12：30 

場所；Zoom 参加を原則とします。 

・川越ＹＭＣＡに利根川恵子と太郎が行き、 

いつもの会議室で Zoom を開設しハイブリ 

ッド会議にします。ご自宅からの Zoom 参 

加を原則としますが、ＹＭＣＡに来てご一 

緒に参加することもできます。 

・セーラムとは Zoom による交歓会を行う予 

定です。 

 

編集後記 

利根川 太郎 

 

 川越クラブのブリテン 12 月号をお届けします。 

11 月例会は、熱海クラブから札埜さん、栗本さん、

大川さんに来臨いただきました。 

 札埜さんの卓話はわかりやすく、親しみやすい雰

囲気で楽しく拝聴いたしました。 

 クラブメンバーもとてもリラックスした雰囲気

で和やかな会になりました。札埜さんの博識と人柄

に感銘を受けた例会になりました。 

 コロナ感染拡大で残念ながら１２月の子どもた

ちを招いてのクリスマス会は中止となりました。 

 セーラムクラブとはせっかくの機会なので Zoom

による交歓会を開催することにしました。原則各自

宅からの参加ですが、川越ＹＭＣＡの教室が使える

ので、ハイブリッドで開催してＹＭＣＡに来ていた

だくことも可能にします。 

 恵子の通訳も入りますので(川越メンバーは太郎

以外必要ないかも)ご希望の方は、お気軽にご参加

ください。 


