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７月例会プログラム（ハイブリッド例会） 

 

 

日時 ２０２０年 7月 10 日（土）18:00 

 

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. 部長方針・会長方針・事業計画  

            大澤和子部長 

東会長               

6. YMCA報告        小谷総主事 

7. ワイズ報告       東会長 

8. 誕生・結婚記念 

9. ニコニコ        金本会計 

10. 閉会点鐘                東会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

地域から世界に広げよう青少年を支える
ワイズの輪・和・ワッ！   大澤和子 
青少年は未来の宝です。少子高齢化で、1人の働き手

（若い人）が 4人の高齢者を支える時代になりました。

けれども、我々ワイズメンズクラブのメンバーは支え

られるのではなくて、支える側に立ちたいです。4人の

ワイズメンが一人の青少年を支えると考えたらどうで

しょう。年を重ねてもいつまでも元気でいきいきと生

活するためには、セルフエスティーム（自己有用感）を

高めることだと思います。 

（若いパパママ、社会人、）大学生、高校生、中学生、

小学生、幼稚園児や保育園児、障害のある方々…。私た

ちワイズメンは、そういう人たちを支えたい。年を重

ね経験豊かなワイズメンは、若いワイズメンから活力

を得て、一致団結して世界中の上記の若い方々を支え

たいです。 

クラブを超えて、部を超えて、区を超えて、国を超え

てワイズの輪を広げたい。自分を愛し、隣人を愛し、地

域を愛し、世界を愛するワイズメンでありたい。そう

するとワッと驚く意義のある楽しいことができるので

はないでしょうか？ 

幸い、コロナのおかげで、私たちは、離れている人と

も気軽に心をつなぐ方法を知りました。地域を大切に

しながら世界中にワイズメンの愛を届けたい!! 

活動計画 

★ 三回の評議会や FB その他の様々な機会で、意義

のある楽しい企画・取り組みを報告しあい、共有

することで、ワイズメンと、クラブのセルフエス

ティームを高める。 

  子ども食堂（川越・東京ひがし・所沢） 

  園服の寄付（江東・ベイサイド・所沢） 

7 月 2021 年度 通巻 380 号   

（評価） 

今月の聖句  

「造り主の姿に倣う新しい人を身に着
け、日々新たにされて、真の知識に達す
るのです。」      

コロサイの信徒への手紙 3章 10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 キム・サンチェ(韓国)「世界とともにワイズメン」 

書 記  大澤和子      アジア太平洋地域会長 大野 勉(神戸ポート)「100 年を越えて変革しよう」 

会 計  金本伸二郎     東日本区理事主題大久保知宏(宇都宮)「私たちは 次の世代のために 何ができるか？」 

                   関東東部部長主題 大澤和子(所沢)「私の地域から世界に広げよう青少年を支えるワイズの輪・和・ワッ！」 

 

今後の行事予定 

7/10（土）18：00 ７月例会 

7/31（土）13：30 第１回関東東部評議会 

8/14（土）18：00 ８月例会 

9/11（土）18：00 ９月例会 

10/2（土）関東東部部大会 

10/9（土）18：00 10 月例会(卓話：小谷総主事) 

 

 



   クリスマスおやつプレゼント（ＹＭＣＡ・夢は

うす・ジョイスタディー・フードバンク） 

   神田川舟の会（東京グリーン） 

★ 青少年をクラブに招くとともに、青少年の集まり

に出かけて交流を図ることにより、若者からエネ

ルギーを分けてもらい、クラブの活性化を図る。 

 ユースフォーラム 

★ 女性が輝くワイズ風土を築く。 

 講演会  

６月例会報告          大澤和子 

日時：６月 12 日（土）18：00～20：00 

場所：Zoom 会議  

参加：大澤・小関・金本・上山・黒田・小谷・澁谷実

季・東（会員 8 名）小林・宮地（会友 2 名）合計 10 名 

6 月例会は「評価」ということで、身内だけのリモート

例会でした。 

①  会計報告 

・コロナ禍のため、本部への納入金がなかったので、

前期の会費を集めなかった。そのためマイナスが出

た。 

・お茶会計の残額は 25789 円 

②  次年度予算案 

・フィリピンワークキャンプに 3 万円。（コロナ禍

で渡比できない時でもスカラーシップとして寄付

をする。） 

・チャリティーランに 3 万円をお茶会計から。不足

分はにこにこ献金から。 

・卓話者への謝礼 個人にはお礼としてお茶 3 本 

         団体には 1 万円 

③  事業計画 

・1 月は在京新年会と重なるために第 3 土曜日に例

会を変更 

・卓話の候補者の検討 

④  YMCA 行事 

・チャリティーランは昨年通り 

・フェスティバル、クリスマスは未定 

⑤  その他 

・3Y’合同例会の検討 

・法人化についてのアナウンス・研修 

・メネット委員会から所沢センターに絵本の寄贈 

 

 

ワイズ報告           東 裕二 

・5/29（土）関東東部役員の引継ぎ会を Zoom で行い 

・6/12（土）東日本区大会がありました。表彰式で所沢

クラブは CS 献金達成賞、ASF 献金達成賞、FF 献金達

成賞、EMC―MC（新入会員獲得）努力賞、TOF 献金

達成賞、BF 達成賞、RBM 献金達成賞、YES 献金達成

賞、ロースター広告協力賞 PWALP 献金努力賞、全献

金達成賞を受賞しました。 

・7/31（土）第１回関東東部評議会が東陽町センターで

あります。クラブ全員で大澤部長をサポートしていき

ましょう。当日は会場設営や評議会準備がありますの

で参加できる方は参加してください。 

・10/2（土）関東東部部大会があります。部大会を成功

させるために部大会準備委員会を今後開催していきま

すので参加してください。 

・７月ブリテン一面：大澤、例会報告：澁谷メネット 

・８月ブリテン一面：林、例会報告：金本 

・９月ブリテン一面：小関、例会報告：大澤 

・10 月ブリテン一面：須田、例会報告：林   

YMCA報告           小谷 全人 

・まん延防止等重点措置の措置区域から所沢市が外れ

ましたが、所沢センターは当面の間同様の感染症拡

大予防策を継続して運営いたします。皆様の例会実

施等でも引き続きご協力をいただきますが、よろし

くお願いいたします。 

・7/21 ㈬に通年クラスの 1 学期が終了となり、7/20㈭

から 8 月末まで夏季の特別プログラム実施期間とな

ります。水泳や体操、英語のサマースクールにアウ

トドアのキャンプなど、子どもたちが楽しく本物体

験をするスケジュールに加えて、成人の水泳や英会

話のプライベートレッスンなどもございます。是非

埼玉 YMCA のホームページをご覧いただき、お知り

合いの方々へもご紹介をお願いいたします。 

・全国 YMCA の協働支援として、新型コロナウイルス

の影響により経済的な困窮状態におかれてしまった

ユース世代の女性をサポートすることを目的に、コ

ストコ様と協働して生理用品の配布を行い、埼玉

YMCA に集うユースに加えて、所沢センター近隣に

ある秋草学園短期大学にもご賛同いただき、生徒の

皆さんへお届けすることが出来ました。これからも

様々な協働支援を行っていきますので、是非お覚え

いただき、皆様のお力添えもいただきますよう、よ

ろしくお願いいたします。 

6 月例会 

所沢クラブ 8 人 ゲスト 2 人 合計 10 人 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼玉 YMCA を支えるお茶３兄弟をご購入ください。 

 

 

 

 

 

埼玉 YMCA を支えるお茶３兄弟をご購入ください。 

ほうじ茶 

200 グラム 500 円 

粉茶 

200 グラム 1000 円 

新茶 

100 グラム 1000 円 


