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２０２０年６月の統計（６月２６日） 

在籍10名 出席者９名（Make up １名） 

出席率  90％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

巻頭言 
2021-2022 年度会長 吉野勝三郎 

 

今年度も引き続き会長を務めさせていただきます

ので、皆さんの協力・叱責をお願いします。 

相変わらずコロナ禍の中ですが、私は 7 月 14 日に

第二回目の予防接種を受ければ、ある程度の免疫がで

きるでしょう。しかし、日常の社会生活が 2020 年初

頭の状態に戻るまでにはまだ時間がかかるでしょう。

その間に、ニューノーマルと呼ばれる、今回のコロナ

禍で定着した新しい生活様式の一部はそのまま定着

するでしょう。私も、Zoom での会議が便利に感じる

ようになりました。それまでは Skype でしたが、その

間に急速に定着した Zoom には脱帽です。今期も、毎

月の例会はもとより、海外との交流も含めて、この

Zoom をフルに活用して、相互に研鑽を積んで行きた

いと思います。 

 今年度の会長主題は； 

“自クラブの活動への参加と併せて、部・区・国

際などの活動にも積極的に参加しよう！” 

Actively Participate in Our Club Activities as 

well as District・Region・International! 

とさせてもらいました。川越クラブのメンバーは、自

クラブ会長主題:   「自クラブの活動への参加と併せて、 

部・区・国際などの活動にも積極的に 

参加しよう！！」 

国際会長主題: “Y’s Men with the World ” 

「世界とともにワイズメン」 

アジア太平洋地域会長主題: 

“Make a difference beyond the 100th”  

「100 年を超えて変革しよう」  

東日本区理事主題: “ Think for the next generation”  

「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:「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！」 

7 月の聖書 

 

各自、不承不承ではなく、強制されてでもなく、こうし

ようと心に決めたとおりにしなさい。喜んで与える人を

神は愛して下さるからです。 

（コリントの信徒への手紙二 9 章 7 節） 

 

So let each one give as he purposes in his heart, not 

grudgingly or not necessity; for God loves a cheerful 

giver.  

(UKJV Unapologetic Study Bible, 2 Corinthian 9:7) 
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クラブの枠を超えて奉仕できるタレントと行動力の

ある人材が多く、皆さんの期待に応える奉仕をされて

いることをいつも誇りに思っています。その一つの例

は、利根川恵子メンが、過年度の理事特別賞を受賞さ

れたことです。彼女の卓越した英語能力は誰もが認め

るところですが、その能力をワイズの活動の中で積極

的に活かしておられることは大いに賞賛に値するこ

とです。 

 5・６月の例会で取り上げてもらった、古書販売は、

埼玉 YMCA の小谷総主事、埼玉・所沢両ワイズメン

ズクラブ会長の賛同を得ましたので、川越クラブの新

しい CS 事業として今年度から始めます。コロナ禍の

ため、今年の埼玉 YMCA フェスティバルが開催され

るかどうか不明ですが、できるところから着手したい

と思います。当然ながら、従来の“紅あか” 販売、“ア

ースデイ・イン川越” 参加は継続します。インド・ハ

イデラバードクラブから要請のある IBC 関係につい

ても結論を出す必要があります。アメリカ・オレゴン

州 Salem Y Service クラブとの IBC 関係も深めたい

です。北九州クラブとの DBC も忘れていません。 

 個人的には、4 月から、膝痛のため、近くの整形外

科でリハビリ治療を受け、幸い、改善の方向にありま

す。10 年前から関わっているクロアチアの旅行社の駐

日代表の仕事は、旅行業以外の事業を立ち上げる努力

をしています。海外でトヨタ生産方式の“カイゼン”

を指導する仕事は止まったままです。私の家族が所属

する教会の会堂移転・新築は今年 5 月 13 日に建築会

社から正式に建物を受け取り、7 月 11 日に献堂式とな

りますので、一息ついています。 

 “アメリカ大統領より若いじゃないですか！”との

クラブの皆さんの言葉に励まされて、この一年会長職

を務めさせてもらいます。 

 

２０２１年 ７月 例会予告 

日時：7月 24日（土）16：00～18：00 

場所：川越ＹＭＣＡおよび Zoom 

・活動計画 
・例会プログラム 

・Salem Y Service クラブとの交流について 

・Hyderabadクラブとの IBC について 

・アースデイ川越の参加プログラムについて 

・わいわい食堂活動計画 

・その他 

 

 

６月例会報告 

利根川 太郎 

 

日時：6月 26日（土）16：00～18：00 

場所：川越ＹＭＣＡおよび Zoom 
1. 開会点鐘 

2. ワイズソング「いざ立て」 

3. ワイズの信条 

4. 議事・報告 

(1) 会長主題（案） 

「自クラブの活動への参加と併せて、部・区・ 

国際などの活動にも積極的に参加しよう」 

 

 

(2) 事業計画 

① 例会プログラム 

・7月例会 

 7 月 24 日（土）16：00～18：00 

 活動計画・予算について 

・8月例会以降は今後検討 

・8月以降に Salem Y Serviceとの交流 

会。日程調整は吉野会長。 

・古本の販売 

ＹＭＣＡフェスティバルで実施したい。 

川越ＹＭＣＡセンターの部屋を保管 

用に借用できる。 

埼玉クラブ、所沢クラブに展開する。 

セーラムにも協力（情報提供）依頼 

チラシ作成など書記（恵子）が協力 

収益はともかくとしてＳＤＧｓの視点

や会員の観点で選んだ本の提供を主 

眼とする。 

・Ｚｏｏｍ交流会、卓話者候補、子どもた 

ちとの交流会は次回検討 

② 決算報告 

③ ファンドレイジング 

・ファンド会計報告 

・紅あかチャリティ例年通り 5kg と 10kg 

・いも菓子ファンド 

 7／31（土）関東東部評議会に 15 袋 

④ アースデイ川越の参加プログラム 

⑤ わいわい食堂 

・7月 4日（日）に活動予定の会議。8 月 

からの再開について協議 

(3) 北九州クラブとの交流について 次回検討 

(4) Salem Y Service クラブとの交流会について 

・川越紹介パワーポイント作成 

 山本さん作成のＰＰＴに恵子が英文の説明 

を付ける。 

・交流会日程等は 8 月 28 日例会か 9 月 25日例 

会を候補に会長が調整 

(5) インド Hyderabad クラブとのＩＢＣ 

・ハイデラバードは熱意を持って締結を望んで

いる。 

・恒常的な活動がないと続かない。一方で、コ

ロナ後を見て取りあえず結びたいというハイ

デラバードの様子もある。 

・継続検討 

・次回実行委員会 6月 8日(火)19：00～Zoom 

(6) その他報告 

・東日本区大会報告 

 法人化を進める 

・2020－2021 年度表彰 



 

  ＣＳ献金、ＡＳＦ献金、ＦＦ献金、ＲＢＭ 

献金、ＢＦ献金、ＴＯＦ献金、ＹＥＳ献金、 

ロースター広告協力賞、ＰＷＡＬＰ献金、 

全献金達成賞 

理事特別表彰・利根川恵子 

・ロースターは電子データで配布。冊子は有償 

配布。川越クラブは 1冊以上購入して、必要

な会員に貸し出す。 

   ・来年の東日本区大会は宇都宮で 2022年 

6 月 11日～12 日に開催。 

(7) 今後の予定 

   ・7 月 31日（土）関東東部第 1回評議会 

     東陽町センター 

     吉野会長、恵子(書記)、森下さん(会計) 

     吉田さん(部主査)、太郎(部書記)が参加 

・8 月 14 日（土）14:00 

第 29 回アジア太平洋地域大会 Zoom 開催 

(8) 会員の近況 

5. ＹＭＣＡ報告 

6. その他 

7. 閉会点鐘 

   
 

 

わいわい食堂について 

利根川 恵子 

 2018年 8月に開始された「わいわい食堂」です

が、代表の伊勢国望さんがホームレスの大人を支援

する活動にシフトしたいとのご意向があり、今後の

運営をどうするか、5 月 30 日に話し合いました。そ

の結果、みなで役割分担をし、伊勢さんの負担を軽

減して継続することになったのですが、7月 4 日の話

し合いでは、伊勢さんから「わいわい食堂」から身

を引きたいというさらに強いご希望が出ました。 

しかし、ひまわり基金の補助金申請ために、年間

活動計画を提出したこともあり、少なくとも来年 3

月までは継続しようと、ボランティアの意思が固ま

りました。 

 今後は、毎回全員が出るのではなく、ボランティ

アの担当を調理（3～5 名・リーダー朝葉）、活動（4

～5名・リーダー利根川）、広報（2 名・リーダー木

本））、管理（2 名・リーダー吉田）とし、各グループ

のリーダーが出席を確認して、報告することになり

ました。川越クラブのメンバーで今までお手伝いい

ただいた方々は、（敬称略）生川、山﨑（調理）、利

根川、山本（活動）、吉田、利根川太郎（管理）とな

っています。これから参加していただける方は、ご

希望をお知らせください。 

また、補助金が支給されるかどうかは不明ですの

で、運営費をボランティアも負担しようということ

になりました。参加した場合は、活動費として 200

円徴収いたします。 

次回は、8 月 16日（月）です。夏休みの宿題支援

をアクティビティといたします。ボランティアは 9

時 30 分集合で、食事の提供はなし、13時解散予定で

す。 

 

 

ＹＭＣＡ報告 

河合 今日子 

＜AFE2021 指導者研修が終了しました＞ 

昨年に引き続き、今年度もアマゾンジャパンとライ

フイズテック、そして YMCA による協働プロジェク

ト、Amazon Future Engineer を、全国の YMCA で

行いました。 

今年度も「誰でも世界を変えられる」体験を子ども

たちへ届けていくために、Web 制作クラスの教材とな

る「Life is Tech！Lesson」の指導者研修を５日間かけ

て行いました。 

 埼玉 YMCA からは、木下が研修に参加しました。

以下、そのご報告です。 

「プログラミングという教材にも関わらず、ワクワク

するファシリテーションがなされていたことに驚き

ました。私自身、大学でプログラミングを学んだとき

は「エラーを起こさないように」や「上手くいかない

な」とネガティブに取り組んでいた記憶があります。

ですが、明るい BGM の演出や分からない時にすぐに

聞ける環境があることで、「自分でもできるかも」と前

向きに取り組め、肌感覚で学ぶことができました。昨

年度私が浦和で行ったプログラミングクラスは、子ど

もたちにとって今回のような成功体験ができていた

のかな…という反省点もあります。川越センターでは、

4 月からスタートしているプログラミングクラスがあ

ります。このクラスの継続と夏休みに募集するあらた

なメンバーに、今回の学びを活かしていきます。木下」 

 

＜全国 YMCA 発達支援事業部会（7/2-3）Zoom にて

開催しました＞ 

昨年度より、「教育保育事業」「アフタースクール事

業」「発達支援事業」をまとめ「子育て子育ち事業推進

会議」がつくられ、「子育て（支援）と言えば YMCA」

を可視化し、事業部を超えた包括的な発信、事業展開

が予定されています。 

 今年度も全国発達支援事業部会では、具体的な指導

につながる実践研修、全国のスタッフと顔がつながる

情報共有、福祉マインドの醸成にかかわる講演会の内

容で行いました。２日目の特別講演には、「こんな夜更

けにバナナかよ」の原作者渡辺一史さんをお招きし、

ノンフィクションライターとしてのお立場から、今の

社会の問題や、なぜ人と人は支え合うのかという根本

的な人の在り方について話がありました。 

 ・「障害者はいなくなった方がいい」という相模原殺



 

傷事件の犯人の主張にあなたはどう答えますか？ 

 ・動物界は「弱肉強食」なのに、人間はなぜ弱者を

助けなければいけないの？ 

 ・借金大国の日本はこれ以上福祉にお金を使えな

い？ 

など、参加者一人一人が自分事に引き付けて考えまし

た。 

 

＜７月・８月の開館について＞ 

 ７月２２日、２３日は祝日のため休館となりますが、

７月２４日（土）以降は、夏休みのプログラムとなり、

開館日、開館時間等が異なります。 

つきましては、ご来館の際には事前に YMCA へお

電話いただけますようお願いいたします。 

 

 

その他連絡事項 

利根川 太郎 

  

1. 会費の振り込みについて 

・今年度会費は、50,000円 

・支払い回数と支払い方法は会計と相談してく 

ださい。 

・振り込み先 

 

 

 

 

 

 

 

2. 今後の予定について  

(1) 7 月 24日（土）札幌クラブで森下昌市郞さん

の卓話「渋沢栄一」があります。 

(2) 7 月 31日(土)東陽町センター 

第 1 回関東東部評議会が開催されます。 

(3) 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。すでに申し

込み受付が始まっています。下記の URL (日

本語)から登録してください。参加費は無料

です。神戸ポートクラブの大野勉さんのアジ

ア太平洋地域会長としての就任式も執り行

われます。 

（日本語による登録サイト） 

第 29 屆 國 際 聯 青 社 亞 太 洲 域 大 會 

(ysmen.org.tw) 

（アジア太平洋地域大会ホームページ） 

29th Y'S MEN International Asia Pacific 

Area Convention (ysmen.org.tw) （英語） 

第 29 屆 國 際 聯 青 社 亞 太 洲 域 大 會 

(ysmen.org.tw) （日本語） 

 

3. 7 月 24日(土)川越クラブ例会について 

・今期最初の例会になります。 

活動計画を話し合いますので、例会出席を 

よろしくお願いします。 

・場所；川越ＹＭＣＡです。 

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参加も可能としますが、

ＹＭＣＡにいらしてご一緒に参加すること

もご検討ください。よろしくお願いします。 

 

 

編集後記 

利根川 恵子 

３年間、アジア太平洋地域の書記としての役目を

務めさせていただきました。英語を生業としている

とは言え、やはりネィティブには届きません。メー

ル、議事録、協議、会議資料の作成等、英語漬けの

日々です。Zoomによる会議が普及し、簡単にミーテ

ィングが持てるようになしましたので、朝、昼、晩

と容赦なく会議が入ります。夕食が９時、１０時は

ざらです。そのような忙しいお役から一応解放され

ました。今まで、みなさまに応援していただいて、

区や国際での奉仕を続けることができました。思い

も寄らぬ、理事特別表彰までいただき、みなさまの

ご支援の賜と感謝しております。 

今年度はクラブ書記として、クラブのために、活

動させていただきます。仕事始めがこのブリテンで

す。字が多すぎると読んでいただけないかも知れま

せん。かと言って、お知らせしたい情報はできるだ

け入れて、と思うと、このようなブリテンになりま

した。 

先日の渋沢栄一の卓話をしていただいた時のよう

に、ブリテンを読んでコンタクトしてくださる方は

たくさんいます。気を引き締めて、みなさまのお役

に立つブリテンの編集を心がけますので、どうぞ、

何なりとご希望・ご要望をお知らせください。 

１年間、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

（２０２０-２０２１年度表彰状） 

ゆうちょ銀行から 

 10300 61281371 

 カワゴエワイズメンズクラブ 

 

その他の銀行から 

 038 普通 6128137 

http://2021aspac.ysmen.org.tw/jp/sign_up.php
http://2021aspac.ysmen.org.tw/jp/sign_up.php
http://2021aspac.ysmen.org.tw/jp/sign_up.php
http://2021aspac.ysmen.org.tw/en/
http://2021aspac.ysmen.org.tw/en/
http://2021aspac.ysmen.org.tw/jp/index.php
http://2021aspac.ysmen.org.tw/jp/index.php
http://2021aspac.ysmen.org.tw/jp/index.php


 

 

 

 

 
 

 

アジア太平洋地域大会チラシ 

 
 

 

 

 

 

 


