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２０２０年４月の統計（４月２４日） 

在籍10名 出席者７名 

出席率  70％ 

ゲスト  

・神山節夫さん（ボランティアガイド） 

 ・伊勢国望さん（わいわい食堂代表） 

 

 

 

 

 

 

２０２１年 ５月 例会予告 

日時：5 月 22 日（土）16：00～18：00 

場所：川越ＹＭＣＡおよび Zoom 

卓話：「若き日の渋沢栄一」 ～なぜ渋沢が近 

代日本資本主義の父となったのか～ 

・卓話者；森下昌市郎さん 

元深谷市教育委員会職員 

文化財保護、文化振興、社会教育分野を 

歴任。現職は一般財団法人日本自転車普 

及協会自転車文化センターサイクルアド 

バイザー 
・概要（森下昌市郞さん提供） 

今年の NHK 大河ドラマ「青天を衝け」で描かれつ

つある渋沢栄一。2019 年 4 月には 2024 年から流通

の始まる 1 万円札の肖像の人としても話題に上りま

した。でも、ただ漠然と会社をいっぱい創った人と

いうイメージでとらえている人が多いのではないで

しょうか？ 

北武蔵の農村から志士活動、一橋家仕官、幕臣、

明治政府の役人、民業の発展に尽くした経済人と語

られる渋沢には、経済事業よりも多くの社会事業活

動を行ったという側面があります。 

一見関係が無いように見えるこれらの事柄には渋

沢の共通した考えがありました。この考えは、現在

の SDG’s にもつながるものではないかと思っていま

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！」 

5 月の聖書 
 
あなたを呼び求めます、神よ、わたしに答えてください。

わたしに耳を向け、この訴えを聞いてください。慈しみ

の御業を示してください。あなたを避けどころとする人

を、立ち向かう者から、右の御手を持って救ってくださ

い。瞳のようにわたしを守り、あなたの翼の陰に隠して

ください。 
(詩編 17 編 6-8 節) 
 
I call on you, O God, for you will answer me, give ear 
to me and hear my prayer. Show the wonder of your 
great love, you who save by your right hand those who 
take refuge in you from their foes. Keep me as the 
apple of your eye, hide me in the shadow of your 
wings. 
(Psalm 17:6-8) 
 

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 



 
今回は、早足で渋沢の考えた「合本主義」につい

て考えてみたいと思います。 

 

 

４月例会報告 

利根川 太郎 

 

日時；4 月 24 日(土)13：30～16：00 

会場；川越街路・喫茶店 nanawata 

1. 川越歴史散歩 

鍛治町公園⇒亀屋⇒旧八十五銀行⇒やまわ⇒

町勘⇒深善⇒時の鐘⇒山新⇒蔵造り本舗⇒大

澤家住宅⇒札の辻⇒市役所前太田道灌像⇒川

越城中ノ門濠跡⇒新河岸川⇒川越城本丸御殿

⇒三芳野神社⇒川越城富士見櫓跡 

2. Week4Waste 活動 

・ゴミの回収は 2Kg。たばこの吸い殻、ビニール 

やプラスチック類、ペットボトル、瓶類 

・人出が多く食べ歩きの観光客も多く見かけたが、 

ゴミはほとんど落ちていなかった。 

3. 開会点鐘（喫茶店にて開催のため省略） 

4. ワイズソング「いざ立て」（省略） 

5. ワイズの信条（省略） 

6. 議事・報告 

(1) 第 3 回評議会報告 

・法人化についての説明 

・東京ベイサイドクラブ 工藤大丈氏を、2021- 

2022 年度次期関東東部部長に選任 

・2021-2022 年度の関東東部役員の承認 

・2020-2021 年度関東東部部長の柿沼敬喜氏を 

東日本区代議員に選出 

・クラブ交流促進制度（仮称・ゴーゴー キャン 

ペーン）中止 

(2) 2021 アースデイ川越実行委員会報告 

・10月最初の土日で開催したいというボーイス 

カウトの意向があり、その頃に開催の方向。 

・ワイズの国際性を活かした大学生との協働や 

Week4Waste の実績で JTとの協働など昨年よ 

り積極的な活動を提案した。 

・次回 5月 11日(火)19：00～Zoom 開催 

(3) 5 月例会卓話について 

・卓話者紹介の依頼 

(4) わいわい食堂報告 

・次回 5月 30日（日）は中止 

(5) 今後の予定 

・国際本部から個人宛てメールで 2022 ハワイ 

国際大会参加意向アンケート調査あり。 

5／15 締切 

   ・5／29（土）17:00 に DBC 北九州クラブとネパ 

ール・ルンビニクラブの IBC 締結式 

・6／12（土）13:30 東日本区大会 Zoom 開催 

   ・8／14（土）14:00 第 29 回アジア太平洋地域 

大会 Zoom 開催 

(6) その他 

7. ＹＭＣＡ報告 

8. その他 

9. 閉会点鐘 

 

 

 

川越歴史散歩・Week4Waste 活動報告 

山本 剛史郎 

 

参加者（敬称略）：（メンバー）生川美樹、河合今日

子、利根川恵子、利根川太郎、山﨑純子、吉田公

代、山本剛史郎、（ボランティアガイド）神山節夫、

（ゲスト）伊勢国望（わいわい食堂代表） 

 

 2021 年 4 月 24 日（土）、川越ワイズメンズクラブ

の例会は川越の街を散策しながら、ごみ拾いを行い

ました。 

川越散策は川越ボランティアガイドとして神山節

夫さんを迎え、その説明を受けながら歩きました。  

歩いたコースは仲町交差点近くになる鍛冶町公園

を出発し、川越の有名な観光地である蔵造り通りを

亀屋、旧八十五銀行、やまわ、町勘、深善、時の

鐘、山新、蔵造り本舗、大澤家住宅と札の辻まで歩

き、そこから川越市役所に向かい太田道灌像、川越

城中ノ門濠跡を見学してから川越城本丸御殿を訪れ

ました。そこでしばらく本丸御殿についての説明を

受けた後、童謡「とうりゃんせ」発祥とされる三芳

野神社、そして川越城富士見櫓跡と約 2時間のコー

スでした。 

神山さんを卓話者（散策の案内）として迎えるの

は今回 3 回目で、長年、川越周辺に住んでいる者に

とっても知らない、興味深い話をしてくださいまし

た。「小江戸」と称される川越ですが、太田道真・道



 
灌父子によって川越城（河越城）も江戸城も作ら

れ、また道灌によって川越・仙波日枝神社の祭神が

江戸・赤坂日枝神社へと分祀されるなど川越は「江

戸の兄弟」、「江戸の母」という関係でもあるなど楽

しい話でありました。 

本丸が江戸時代のまま残っているのが川越城と高

知城と日本に 2つだけであり、その意味でも貴重な

存在であること、また本丸御殿は戦後小学校として

使われたりし、天井にその時のボール跡が残るなど

時代の移り変わりを感じることのできる建造物でし

た。 

 ごみ拾いですが、観光地として名高い川越だけあ

って人出も多く賑わっていましたが、ごみはほとん

ど落ちておらず、たばこの吸い殻、ビニール、ペッ

トボトルなど集めたが、全体で 2kg ほどでした。そ

の意味ではマナーの良さが感じられました。 

 

 

 

3 月わいわい食堂報告 

利根川 恵子 

 

 ４月のわいわい食堂は、４月１８日（日）に埼玉

YMCA 川越センターを会場に開催された。参加児童は

９名で、６年生男子２名、５年生女子２名、４年生

男子２名、３年生男子１名、２年生男女各１名であ

った。川越クラブからは吉田さんと利根川２名が参

加した。 

 いつも通り、スタッフは９時３０分に集合し、調

理、受付、活動担当に分かれ、準備を始めた。今回

もまだプチ・マルシェ提供のホタテとサーモンがあ

り、うどんの寄付もあったことから、ホタテ入り焼

きうどん、さけの焼きびたし、味噌汁、イチゴ、お

茶が提供された。さらに、川越市福祉協議会からお

菓子の差し入れがあり、参加児童にはうれしいラン

チとなった。 

 さて、いつも利根川が担当しているアクティビテ

ィであるが、今回も４５分という短い時間なので、

児童にあまり考えさせる時間が無く、単に作って遊

ぶこととした。内容は、傘袋ロケットである。本来

は尾翼や先端のおもりの付け方で飛ぶ距離、方向、

速さが変わることを知って、どのように付ければ良

いかを考えるのであるが、男子は飛ばす競争を早く

したくて、模様を描くのもそこそこに競技を始めて

いた。ホワイトボードに点数を入れた的を描き、得

点を競うことに興じた。高学年の女子は、尾翼の模

様にこだわり、きれいな絵を時間ぎりぎりまで描い

ていた。ちょっとした工作でも、毎回子どもたちが

楽しそうに活動している姿を見ることができ、こち

らも楽しくなる時間である。 

 １１時４５分にはランチができあがり、お食事の

時間となった。今回も調理担当スタッフの腕前と温

かい心遣いが光る、おいしい昼食であった。いつも

どおり、何回も「お代わりください！」という声が

聞こえた。 

 次回は５月３０日（日）を予定したが、コロナウ

ィルスの感染拡大のため、まん延防止等重点措置が

継続されることとなり、中止を余儀なくされた。ま

た子どもたちの笑顔と歓声に出会える日が待ち遠し

い。 

 

 
 

 



 
ＹＭＣＡ報告 

河合 今日子 

 

＜トースター４月活動（雨プログラム）＞ 

４月２９日（木・祝）にトースター４月活動を行い

ました。 

前日から雨予報が出ていましたので、急遽雨プログ

ラムに変更しました。午前中は、街ビンゴで川越セン

ター周辺で人が集まらない場所を散策しました。 

晴れ男、晴れ女が多いのか、ほとんど傘をささずに

過ごすことができ、あっという間に目標のオールビン

ゴが続出しました。 

昼食をセンターでとり、午後は、チョイスタイムで

す。あらかじめリーダーが決めたチョイス（キャンプ

ソング、工作、カードゲーム）の中でこどもたちそれ

ぞれがやりたいものを選んで過ごしました。 

子どもたちは、時々自分の思うようにいかず悔しい

思いをすることも経験しますが、気持ちを上手に切り

替えながら楽しく参加することができています。 

昨年からコロナ感染予防の点から通常の活動より

も時間短縮をして行っています。 

限られた時間ではありますが、気心の知れたリーダ

ーや仲間と会える月に１度のトースターの活動を楽

しみにしてくれている子どもたちがたくさんいます。 

引き続き安全第一を心掛けながら活動を続けていき

たいと思います。 

 

＜埼玉 YMCA ホームページ移設について＞ 

これまで埼玉 YMCA で使っていたサーバーが閉鎖さ

れるにあたり、4 月 1 日よりホームページの移設が進

められてきました。 

全国で統一したブランディングに沿った作成が求

められていて、今までの HP デザインが使えない状況

もあり、本部でその作業を進めています。 

一度、埼玉 YMCA の HP にアクセスしていただき、修

正箇所や表示がおかしいところがありましたらお知

らせください。 

wix.com という会社のシステムを利用しているので

すが、色々な便利な方法や見やすい表現があるようで

す。少しずつ修正を加え良いものにしていきたいと思

いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

＊HP作成などに興味がある方、勉強していた方などい

らっしゃいましたら、有志のチームを作りたいと思っ

ていますので、お知らせください。 

本部事務局 太田 

 

 

その他連絡事項 

利根川 太郎 

  

1. 今後の予定について 

 4 月例会報告にも記載しましたが再掲します。 

(1) 5 月 15 日締切のアンケートが国際本部から

個人宛てメールで送られています。2022 ハワ

イ国際大会参加意向のアンケート調査です。

期日までに回答をお願いします。 

(2) 5 月 29 日（土）17:00 に DBC 北九州クラブと

ネパール・ルンビニクラブの IBC 締結式が実

施されます。Zoom 開催ですので、ご参加いた

だけると幸いです。リンクは今後お送りしま

す。 

(3) 6 月 12 日（土）13:30 東日本区大会が Zoom 開

催されます。ご参加くださいますようお願い

します。こちらもリンクは今後送付されます。 

(4) 8 月 14 日（土）14:00 第 29 回アジア太平洋

地区大会が Zoom 開催されます。リンクは今

後送付されます。 

2. 5 月 22 日(土)川越クラブ例会について 

森下昌市郞さんに、「若き日の渋沢栄一」で卓

話をいただきます。 

・質疑を含めて 50分くらい 

・場所；川越ＹＭＣＡですが、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 

ますので、よろしくお願いします。 

 

 

編集後記 

利根川 太郎 

 

 川越クラブのブリテン 5 月号をお届けします。 

4 月例会は、川越歴史散歩と題して、ボランティ

アガイドの神山さんのお話を伺いながら川越の街

を散策しました。詳しくは山本さんの報告にあると

おりです。天候に恵まれて爽やかな散策になりまし

た。神山さんにいただいた資料と山本さん撮影の写

真を使って、セーラムクラブとの交流用に「川越紹

介 ppt」を作成する予定です。 

コロナ感染が拡大していますが、希望を持って活

動していきたいと思います。91 歳の母のワクチン接

種券が郵送されてきました。いよいよ川越市もワク

チン接種が始まります。ワクチンが早く行き渡り感

染拡大が収束することを願っています。皆様もどう

かご自愛ください。 


