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３月例会プログラム（ハイブリッド例会） 

 

日時 2021年 3月 13日（土）18:00~20:00 

場所 （公財）埼玉ＹＭＣＡ所沢センター 

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          澁谷メン 

5. 自己紹介・ゲスト紹介 

6. 卓話 元衆議院議員   小野塚勝俊メン 

「奴雁は今・・・日本銀行の現状。」 

7. ワイズ報告       東会長 

8. 誕生・結婚記念 

9. にこにこ 

10. 閉会のことば      東会長 

11. 閉会点鐘        東会長 

 

※ コロナ終息までの会食はいたしません。ご自分の飲

み物をご持参ください。   

会費５００円、お土産は颸埜扉クッキー 

 

 

 

 

 

 

 

最近気になること  小野塚 勝俊 

 私は、学校を卒業して金融機関（日本銀行）に勤めた

経験から、最近の株式市場の動向が大変気になります。

私たちの生活実感とあまりにもかけ離れているからで

す。「バブル景気の 1990 年 8 月以来 30 年半ぶりの株

高、3 万円を超えた！」と言っても、これだけコロナの

影響で私たちの生活が傷めつけられている中、株価だ

けがどんどんと上がっていることに全く喜べないので

す。 

 現在、株式市場で存在感を高めているのが日銀です。

日銀は、2010 年 12 月から上場投資信託（ETF）の購

入を始め、10 年間にわたり株式を買い続けています。

始めは、１年間で 0.45 兆円だった買入額は、アベノミ

クスによりどんどんと増大させ、現在、日銀の株式保

有額は、時価で約 50 兆円、日本株の最大株主となって

います。日銀が 5％を超える株式を保有し、大株主とな

っている東証１部上場企業は、約 400 社に上ります。 

 企業の実力以上に株価が上がり、日銀が「物言わぬ

株主」となっているため、経営監視機能も弱まり、投資

家も「日銀が株を買い支えてくれる」と株式に対する

リスク意識の低下が危惧されます。 

 本来、中央銀行が株式を購入することは「禁じ手」と

され、他の主要国では行われていません。将来株価が

下落して、評価損が出ればその損失は国民が負担する

ことになります。 

1990 年代にバブル経済が崩壊した時も株価が大き

く下がり、その影響で最も厳しい立場に置かれたのは、

株で儲けていた資産家ではなく、バブルの恩恵を享受

していなかった貧しい立場の方々でした。現在、同じ

く株価が下落したら、コロナ禍で日々厳しい状況に置

かれている方々が大打撃を受けることとなってしまい

3 月 2021 年度 通巻 37７号   

（ＢＦ/ワイズメネット強調の月） 

今月の聖句  

「貧しい人には手を開き、乏しい人
に手を伸べる」 箴言 31章 20節 

 

会 長  東 裕二    クラブ会長主題 「つながりを大切に」 

副会長  小関京子    国際会長主題 Jacob Kristensen（デンマーク）「価値観、エクステンション、リーダーシップ」 

書 記  大澤和子      アジア会長主題 David Lua(シンガポール)「変化をもたらそう」 

会 計  澁谷弘祐       東日本区理事主題板村哲也（東京武蔵野多摩）「変化を楽しもう」 

                   関東東部部長主題 柿沼敬喜(東京グリーン)「学びと親睦を糧に外へ向かおう」 

（東京ひがし）「紡ぐワイズのこころ」 

2 月例会  

所沢クラブ 10 人 千葉クラブ関係 12 人  

ゲスト 2 人   合計 24 名 



ます。 

そのようなことにならないため、過去の経験も踏ま

え、しっかり対策を考えなければならないと思ってい

ます。 

準備例会報告          東 裕二 

日時：２０２１年２月１２日（土）２０時００～   

場所：ＺＯＯＭ 

１． ブリテン３月号の内容（一面担当小野塚）  

２．次期クラブ役員について 

  会長：東、副会長：小関、書記：大澤、会計：金本 

３．会計について  

補足：４月の例会卓話は北関東 Y リーダー研修会に参

加したリーダーが報告をしてくれるよう調整中 

２月例会報告          上山 武夫 

出席:大澤･小関・小野塚・金本･上山・黒田・澁谷実

季・須田・宍戸･東 ・宮地・小林,・石丸,・倉石・ 長尾,・

青木清・青木一・古屋・柳井・髙田・陶山・ 真鍋・廣

田・ 横井 以上 2４名 

「『最も小さくされた人』とは誰か～NPO 法人 サ

マリアの１１年間の活動の中で出会う人々」 

を聞いて、本当に頭が下がる思いでした。 

「サマリア」の名前の由来は、道で行き倒れていた人

親切に介抱したという、新約聖書「マタイにによる福

音書」のなかの「善きサマリア人」の例え話から引用し

たそうです。名前からも黒田さんの覚悟のほどが 

わかります。行政をはじめとした公的支援からこぼれ

落ちた人たちの支援をしています。 

犯罪歴があったり、何らかの障がいをもっていたりし

て、問題行動の著しい
いちじるしい

人たちです。怖い思いをしたこと

もあったと思います。私も一時手伝ったことがありま

すが、これは大変だと素直に感じました。 

本当に黒田さんの頑張りがすごいと感じました。 

サマリアの活動当初、ホームレス支援は一部の問題と

して取り上げられるぐらいでした。しかしリーマンシ

ョック後にはホームレス問題は大きな社会問題となり

ました。 

サマリアは県で 3 番目の埼玉県指定居住支援法人とな

り活動が広がりました。 

サマリアはシェルター4（所沢市 3、東松山 1） 見守

りつきアパート 20 室（所沢市 17 室、狭山市 

1 室、東松山 2 室）を確保しています。 

暮らし、住まいの相談が電話・メール・line 等で連絡

が来ます。 

サマリアでは住まいがない方をシェルターで一時引き

受け、生活保護受給支援をおこない、見守り付き 

アパート等での自立生活を過ごしてもらうよう支援し

ているそうです。また法人後見もはじめ犯罪歴があり

なかなか後見人がつかない方の後見を行っています。

現在は 2 件受任している。サマリアとつながった 500

人以上の方の 7 割がなんらかの障がいを持った方だそ

うです。また障がい手帳をもっていない人が多いそう

です。生まれ育った環境で障がいが発見されず、問題

行動を誰にも注意されずそのまま「迷惑な人」になっ

てしまい、孤独になり、やけな人生を過ごしてしまう。

そのような人が多いそうです。 

サマリアでは「引き籠もるなら安心して引き籠もられ

る環境を提供する」こと。 

問題行動があるかたも、信頼できる方がいれば、安心

して生活が出来るようになるのでサマリアはそのよう

な方々の信頼できる存在として活動しているそうです。 

本当に素晴らしい活動と思います。今日は素晴らしい

お話ありがとうございました。 

ワイズ報告           東 裕二 

・3/13（土）３月例会卓話は小野塚さんを予定 

・3/13（土）３月例会卓話は小野塚さんを予定していま

す。 

 ZOOMからでも参加できますので参加希望の方は東

まで連絡ください。 

・3/28（日）に『関東東部 EMC を考える集い』を行い

ますので参加希望の方は東まで連絡ください。 

YMCA報告           宍戸 誠一 

2 月 24 日(水)ピンクシャツデー 

2 月 27 日(土)児童クラブ入所説明会 

3 月下旬は、春季短期講習会(水泳・体操・語学)を

行う予定 

3 月 21 日(日)・28 日(日)に文部科学省「子供たちの

心身の健全な発達のための子供の自然体験活動推進事

業」として、YMCA 自然が子どもを元気にするプロ

ジェクトを埼玉県下で行います。 

内容:21 日(日)ドラム缶ピザ作り・28 日(日)サイク

リング・ニュースポーツ 

 
今後の行事予定 

3/06（土）13：30 次期会長・部役員研修会（ZOOM

にて） 

3/13（土）18：00 ３月例会（卓話：小野塚さん） 

3/28（日）15：00 関東東部 EMC を考える集い

（ZOOM にて） 

4/10（土）18：00 ４月例会（北関東 Y リーダー研

修会報告会を予定） 

4/17（土）13：30 第３回関東東部評議会 

 


