
２月例会プログラム 
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日時 2022年２月 12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・祈り 

5. 卓話 「高次脳機能障害と家族会」 

                        小森洋子さん             

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. 閉会点鐘             東会長 

 

2月の例会もハイブリッド例会になります。 

なるべく Zoomで参加してください。 

Zoom ミーティングに参加する 

https://us02web.zoom.us/j/85767720134?pwd=UGpH

a21CVHNBdjlDRkZFWUR5d1dkUT09 

 

ミーティング ID: 857 6772 0134 

パスコード: 708036 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所沢は保健所発祥の地     小野塚 勝俊 

現在、2 年を超えるコロナ禍で、保健所の業務が逼迫

し、保健所で働いている方々の大変な奮闘が多く語ら

れていますが、この保健所、日本で最初に作られた場

所は所沢でした。 

1937（昭和 12）年、東京・京橋に「都市保健館」が、

所沢（現在の所沢駅東口付近）に「農村保健館」が建て

られました。「農村保健館」は 3 年後に「所沢保健所」

に改称されます。所沢は、まさに日本初の「保健所発祥

の地」でありました。 

因みに、所沢保健所の初代館長・与謝野光（よさのひ

かる）博士は、歌人の与謝野鉄幹・晶子夫妻のご長男で

す。 

その後、1964（昭和 39）年に所沢市内のけやき台 2

丁目に移転し、2010（平成 22）年には狭山保健所に統

合され、現在、所沢に保健所は無くなってしまいまし

た。 

全国でも保健所はどんどんと減らされていて、1992

（平成 4）年に 852 か所あった保健所は、2020（令和

2）年には 469 か所にまで 383 か所減少し、半数近く

（▲45.5％）になっています。そのような中で、コロナ

禍が襲ってきたというのが実態です。 

なぜ保健所が減らされてきたのか、その大きなきっ

かけとなったのが、1994（平成 6）年に従来の「保健所

法」を廃止して「地域保健法」を導入して、保健所の機

能を縮小してきたことが背景にあると言われています。 

現在、コロナ禍で如何に保健所が重要な役割を果た

しているかを考えます時、このような保健所の実状を

変えていく必要があると改めて思います。 

 

2 月 2022 年度 通巻 386 号   

今月のテーマ：TOF（Time of Fast:断食の時）、ヒールザワールド（世界を癒そう） 

 

） 

今月の聖句  

「寄るべのない者に施しをするのは、
主に貸すことだ。 

主がその善行に報いてくださる。」 
（箴言１９章１７節） 

会 長  東 裕二    クラブ会長主題 「つづけていこう」 

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！」 

 

 

 

                   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！」 

 

１月例会 

 所沢クラブ会員 14 名 ゲスト 5 名 合計 19 名 

https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/85767720134?pwd%3DUGpHa21CVHNBdjlDRkZFWUR5d1dkUT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3HmbMOgDuMfTO0WWwJ7VM-
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/85767720134?pwd%3DUGpHa21CVHNBdjlDRkZFWUR5d1dkUT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3HmbMOgDuMfTO0WWwJ7VM-


1月例会報告          上山 武夫 

ゲスト 5 人（2022 推進委員長栗本さん、関東東部会員

増強主査金丸さん、川越クラブ会長の吉野さん、八王

子クラブ会長の久保田さん、所沢クラブ会友木下さん）

とクラブ 14 人合わせて 19 人のハイブリッド例会でし

た。 

宮地輝子さん、小林勉さん、小林茂和さん、小林恵子

さん 入会おめでとうございます。

 

来賓者からも４名の方の温かいお言葉とちょっぴり所

沢を羨む発言もありました。 

◯吉野様（川越ワイズメンクラブ会長） 

 ４名の新会員のおおいに歓迎しています。ワイズの

規則では１５人以上がグットスタンヂングといわれて

いる。川越は現在会員が１０名なので１５名を目標に

活動している。 

○栗本様（チェンジ 2022 委員長） 

 ４名の方の入会おめでとうございます。 

 Y’s Night Forum の話。昨年とても好評だったので、

今年は２月・４月・６月の土曜日の午後 8：00 に 

卓話と各クラブの活動のディスカッションを予定して

いる。是非参加をお願いします。 

○久保田（八王子クラブ） 

 ４名の方の入会おめでとうございます。 

 現在、八王子は高齢化で徐々に人数が減っている。

そしてコロナ禍で活動もなかなか出来ていない。 

 今度の土曜日に Zoom で例会をやるようになる。 

 

※埼玉 YMCA の新成人リーダーのお祝い 

今年は３名新成人リーダーがいる。新潟県岩原スキー

場よりネット中継で参加。 

１月２２，２３日に子ども達と「ナイターも滑るスキ

ーざんまいキャンプ」の下見に来ている 

新成人 林 美有（はやし みう）さん／みゅーリーダ

ーが代表して今後の抱負を語ってくれました。 

 

※１月の卓話は新入会された小林勉メンの「人工衛星

と私たちの生活」のお話でした。 

滅多に聞くことのないお話なので興味津々で聞かさせ

ていただきました。 

日頃の生活と関係の深い人工衛星の名前がひらがなで

現在４基あるそうです 

① 気象衛星「ひまわり」はどこ飛んでいるの？ 

ひまわり６号・７号はニューギニア島の上空３６,００

０キロに地球の自転と同じ速さで１日かかって地球の

周りを一回りして地球の 4 分の 1 の範囲の気象を観測

している。小林勉メンが関わっていたのがひまわり６

号・７号だそうです。 

② 地球を見守る「しきさい」 

全地球を 2～３日かけて高度 800kmから地球温暖化な

どの環境変化観測している。 

③ ③ 陸域観測技術衛星「だいち」は、６２８km の上空

から昼夜・天候を問わず観測でき、火山やによる地殻

変動や森林や植物の状態などを精密観測で捉えるこ 

とを得意にしている。 

④  ④ GPS「みちびき」で正確な位置情報が得られるの

で、自動車などの無人運転、安否確認や身の回りの災害

通報に役立つ 等のようなことだと思いますが、なにし

ろ素人なので ただただ感心するばかりでした。卓話後 

人工衛星が自分達の日常生活に深く結びついているこ

とを改めて確認させていただきました。

 

準備例会報告           東 裕二 

日時：２０２２年１月１０日（月）１９時００分～   

場所：Zoom 

出席者：小関、大澤、澁谷、上山、黒田、東 

１．ブリテン２月号の内容（担当） 締め切り 1/25 日 

２．１月例会について 



３．２月例会について  

４．今後の例会卓話者の候補 

５．今後の例会 

・昨年の部大会で予定していた入間市周辺のお散歩 

3 月 25 日（金）10 時 西武池袋線稲荷山公園駅（北

口）集合「稲荷山公園駅から霞川沿いを歩く！」（ウィ

リアム・メレル・ヴォーリズの設計の武蔵豊岡教会、西

洋館など入間市の名所、霞川沿いの桜並木、元米軍住

居地域跡のジョンソンタウンでランチ） 

 

 

ワイズ報告            東 裕二 

・後期会費（18000 円）の支払いをお願いします。 

 ◎郵便局からの送金の場合は 

送付先 ゆうちょ銀行 

記 号 10360 番 号 68683481 

口座名 トコロザワワイズメンズクラブ 

◎ゆうちょ銀行以外からのお振込の場合は 

店 番 038 

種別普通  番 号 6868348 

口座名トコロザワワイズメンズクラブ 

＊所沢クラブ会計の金本さん又は東に連絡してくだ

さい。 

 

・2月ブリテン一面：小野塚、例会報告：黒田 

・3月ブリテン一面：小谷、例会報告：小野塚 

・4月ブリテン一面：澁谷実季、例会報告：小谷 

・5月ブリテン一面：金本、例会報告：澁谷実季 

・6月ブリテン一面：東、例会報告：金本 

YMCA報告           小谷 全人 

「まん延防止等重点措置への対応」 

まん延防止等重点措置が発令され、1 月 21 日㈮から 2

月 13 日㈰が措置期間となりました。今回の措置内容は

今までの内容と少し変動がございますが、埼玉 YMCA

では昨年 10 月の宣言解除後も継続してきた、感染症拡

大予防策を引き続き講じて運営してまいります。 

ワイズの皆様にも例会等でご協力をいただきますが、

よろしくお願い申し上げます。 

 

「ピンクシャツデー2022」 

毎年 2 月の第 4 水曜日は「ピンクシャツデー」です。

今年は 2 月 23㈬で祝日となりますが、2 月一杯を「ピ

ンクシャツデー月間」として、いじめを「しない、させ

ない、傍観しない」を合言葉に、一人ひとりの命と人格

を大切にすることを起点に、いじめについて考えて、

無くしていく取り組みをしていきます。いじめは子ど

もに限りませんので、大人の私たちも自分事として一

緒に考えて行動できるように、ワイズの皆さんの参画

もよろしくお願いいたします。 

 

埼玉 YMCAを支えるチャッちゃ茶トリオを 

ご購入ください 

 

 

 

 

 

 

ほうじ茶 

90ｇ500 円 

粉茶 

200ｇ1000円 

煎茶 

100ｇ1000 円 

今後の行事予定 

2/12（土）18：00  ２月例会 

3/13（土）18：00 ３月例会 

3/25（金）    稲荷山・入間市ウォーク（仮） 

4/09（土）18：00 ４月例会 

4/16（土）    関東東部評議会 

 

 


