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２０２０年7月の統計（7月２4日） 

在籍10名 出席者９名  

出席率  90％ 

 

 

8月例会予告 

日時： 2021年8月28日（土）10:30～13:00 

会場： 埼玉YMCA川越センター＋リモート   

参加 

内容： IBC Salem Y Service ClubとのZoom  

による交流会 (Hyderabad Y’s  

Men’s Clubも参加) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 月例会報告 
2021-2022 年度書記 利根川恵子 

 

日時：7 月 24日（土）16：00～18：30 

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. 報告 

(1) 関東東部評議会参加者確認 

(2) アジア太平洋地域大会参加要請 

(3) アジア太平洋地域ユースコンボケーション参

加要請 

(4) わいわい食堂について次回開催日・内容の確認 

＊8 月 2 日、埼玉県に緊急事態措置が発令され

たため、食事の提供を中止し、時間も短縮して

実施することとなった。10時 30分から 12時ま

で夏休みの宿題と簡単な活動のみ。今回は川越

クラブからボランティアの参加なし。 

5．協議 

（1）会計報告 

  前回の例会で報告済み。変更なし。 

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！」 

8 月の聖書 

 

主は聖名にふさわしく、わたしを正しい道に導

かれる。（詩編 23 編 3 節） 

He leads me in the paths of righteousness for 

His name’s sake. (Psalm 23:3) 

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 



 

（2）年間予定  

  とりあえず 9 月～11月を検討 

  ・9 月 25日（土） 「カーボン・フリーについ

て」 

  卓話者未定 （利根川が環境ネットなどに連絡

して紹介してもらう。） 

  ・10 月 23日（土）「南アフリカの生活および日

本人学校の現状」 

卓話者：さいたま市教育委員会指導主事  

    川又秀雄さん（元ヨハネスブルグ日本

人学校勤務） 

   ・11月 27 日（土）「デジタルトランスフォーメ

ーションについて」 

   卓話者：東日本区理事 大久保知宏さん 

   

 （3）2021-2022 年度予算 

   収入の部に古本再読（（4）参照）の寄付を見込

んで「古本再読寄付金」という項目を追加し、

予算額として 1,000円を計上することとなった。 

     

 （4）アースディ参加内容について 

   ・「古本再読」の最初の試みとして出展する。 

   ・せっかくの出展なので、リサイクル・バザー

も同時に開催する。 

   ・古本、リサイクル品はアースディ当日、現場

に持参する。値付けもその場で行う。 

 

（5）古書販売について 

・「販売」とすると古物商の届け出が必要となる

ため、「古本再読」とする。 

・埋もれている古本を集め、再読の機会を提供

し、読書を奨励する。 

・さらに埼玉 YMCA の活動を支援するため、古

本を持ち帰る際に善意による寄付を募る。 

・まず、10 月 3 日（日）のアースディから始め

る。利根川が出展の手続きをする。 

 

（6）Salem Y Service Club との交流について 

・山本さん作成のクラブ紹介パワーポイントを

利根川が英訳したものを確認。同意を得る。 

・後半のクラブメンバー紹介のために、各自顔

写真と自己紹介文を 8 月 14 日までに利根川に

送付する。 

・区の通訳付き Zoomは予約済み。 

・8 月が IBC 強調月間なので、IBC 交流のモデ

ルとして、本例会を東日本区全体に告知する。 

 

（7）インド Hyderabad クラブとの交流について 

・IBC に向けての検討の経過については、吉野

会長から、ハイデラバード・クマールさんに報

告済み。クマールさんからは理解を示す返信。 

・8 月 23日（土）の Salemとの交流会にもハイ

デラバードから参加予定 

  

 

 （8）アジア太平洋地域憲法改定案について 

   ・吉野会長が説明会に出席。利根川からも追加

の説明。クラブとして賛成することで決定。 

 

（9）会員の近況：時間がオーバーしたため省略 

 

（10）9月例会（確認） 

   ・9 月 25日（土）16:00～18：00 

 ・埼玉 YMCA 川越センター＋リモート参加 

      

6．ＹＭＣＡ報告 

 ・7月 21日（土）に通常のプログラムを終了。 

 ・8月 12日（木）～15日（日）はお盆休みで閉館 

  

7．閉会点鐘 

  

 
 

 

関東東部第 1 回評議会報告 

利根川 恵子 

 去る 7 月 31 日（土）13時から Zoomにより今年度

第 1 回の関東東部評議会が開催されました。本来で

あれば、部書記として太郎がデビューを飾る予定で

したが、仕事のため無念の欠席となり、代わって恵

子が画面共有や議決のカウントなどを行うことにな

りました。司会は東日本区書記の埼玉クラブ・衣笠

輝夫さんが代役を務めてくださいました。 

当日は、吉野会長、吉田公代・国際・交流事業主

査、河合今日子・担当主事および利根川恵子が書記

として出席いたしました。吉野会長は、クラブ活動

方針で、新しく「古本再読」を始めること、例会の

トピックとしてカーボン・フリーやデジタルトラン

スフォーメーションなど現在我々が直面する課題を

取り入れること、IBC交流の活発化などを報告しまし

た。吉田さんも国際・交流事業主査として、国際プ

ロジェクトへの献金協力依頼、IBC・DBC 締結奨励な

どを訴えました。 

評議会の議案は三本あり、昨年度の第 3 回評議会

議事録の承認、決算の承認、および今年度の予算の

承認ですが、すべて問題無く承認されました。 

 第 2回評議会は 11月 20 日（土）です。出席義務

のある方は、ご予定に入れておいてくださるようお

願いいたします。 

 



 

西村元国際書記長との懇談会 
利根川太郎 

 クラブメンバーのみなさまにご紹介をして設定し

た西村隆夫・元国際書記長との懇談会ですが、8 月 2

日（月）、拙宅で、吉田公代さんを交え、吉野会長

は Zoom 参加で、楽しいひとときとなりました。 

 西村さんは現在、チェンマイ在住で、オリンピッ

クのボランティアで一時帰国なさっています。恵子

と同じ霞ヶ関カントリークラブでのボランティアと

いうことでつながり、今回、ご一緒に川越ビール、

川越ジンを味わっていただきました。 

ワイズ談義では、今、「Y-森のコーヒー」の販売

を通して、チェンライの YMCA とワイズメンズクラ

ブが協働で、タイ北部のアカ山岳民族の子どもたち

を支援していることを熱心に語っておられました。

すでに神戸、熊本、大阪などの YMCA とワイズメン

ズクラブがこのコーヒーを販売していて、ワイズ独

自の事業の資金作りとして活用することも可能だそ

うです。1 箱 20 袋単位（豆、粉、ミックスも可）で

注文でき、日本での希望上代価格は 1,200 円（250

ｇ）ですが、Y 価格は 1 袋 795 円（送料込み・消費

税別）でチェンライから郵送されます。早速、アー

スディの出展の際に試してみるのはいかがでしょう

か。 

 西村さんは、さらにミャンマーにホテル学校を建

設し、その上で YMCA、ワイズメンズクラブの設立

を目指すと目を輝かせていらっしゃいました。飽く

なき追求、向上心に頭が下がる思いでした。 

 これをご縁にタイ、ミャンマー、ネパールなど南

アジア区のワイズの鼓動を我々の力にしていきたい

ものです。 

   

       
  

ＹＭＣＡ報告 

河合 今日子 

＜ 緊急事態宣言期間（8/2-月-～8/31-火-）の対応

について＞ 

緊急事態宣言並びに埼玉県の緊急事態措置等の発

令に伴う 8/2㈪～8/31㈫の期間につきまして、該当期

間が夏季特別スケジュールの期間となりますので、措

置等の内容を踏まえた上で、引き続き感染症拡大予防

策を徹底して当初の予定のすべての事業を実施いた

します。 

※指定管理等の行政協働については、今まで同様行

政通知に則っての実施となります。 

 

＜東日本区メネット委員会より絵本の寄贈がありま

した＞ 

 今年もメネット委員会より素敵な絵本５冊が届き

ました。 

現在コロナ禍において、放課後等デイサービスでオ

ンライン支援を受けている子どもたちが約４割おり、

以前のように実際に絵本を手に取ることができない

子どもたちもおりますが、PC の画面を通して、読み

聞かせをしたり、指導の参考資料として使ったりして

います。いただいた本は、大切に使わせていただきま

す。ありがとうございました。 

 
 

＜夏休み開館日、時間のお知らせ＞ 

 7月24日(土）から夏季プログラムとなっています。 

 
開館日、時間等も変則的になりますので、ご来館の際

は事前にお電話いただきますようお願いいたします。 

 

その他連絡事項 

利根川 恵子 

 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 

 

 

 

 

 

 

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 

↑吉野会長とは Zoom

で懇談 



 

1. 今後の予定について  

(1) 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） 

 

（2）8月例会について 

  ・8 月 23 日（土）10：00～13：00 

・川越およびクラブの紹介パワーポイントを作

成しております。自己紹介文と顔写真を 8月

14 日（土）までに利根川までお送りください。 

・埼玉 YMCA 川越センターに利根川太郎と恵子

が行き、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。 

・Zoomのリンクは通訳付きを予約いたしました。

日本語・英語の同時通訳を入れますので、お

気軽にご参加ください。 

 

編集後記 

利根川 恵子 

2 年前に応募し、面接や研修を受け、東京オリンピ

ックのフィールド・キャストとしてボランティアを

11日間務めました。無観客となったため、会場周辺

の道案内などを担当する予定であったシティ・キャ

ストの方々はキャンセルとなり、がっかりなさった

方も多数いらっしゃいます。幸い私はフィールド・

キャストに応募していたので、地元の霞ヶ関カント

リークラブで行われたゴルフ競技の会場内で奉仕す

ることができました 

詳しいことはまたの機会にいたしますが、この経

験を通して、新しい出会いに恵まれたこと、オリン

ピックという大きな国家的行事の一端に直接触れた

こと、そして何よりゴルフ音痴の私がゴルフについ

て専門家から多くを聞きかじったことなど、言葉に

は尽くせない、大きな収穫がありました。いくつに

なっても新しい世界を見ることは楽しいし、新しい

自分を育むことにもなると実感いたしました。元気

なうちは、「家内」ではいられそうもありません。 
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