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日時 2022年６月 11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「1年間の評価と反省」 

所沢クラブ会長   東 裕二会長 

6. YMCA 報告       太田連絡主事 

7. ワイズ報告       東 裕二会長 

（会計報告       金本会計） 

（お茶会計報告     大澤） 

8. 誕生・結婚記念 

9. 閉会点鐘             東会長 

 

 

例会の開催場所：日本キリスト教団毛呂教会 

（澁谷牧師夫妻の教会です。） 

埼玉県入間郡毛呂山町大字毛呂本郷 1507  

電話：049-294-3444 

※ 午後から例会開始までの数時間、毛呂山教会近辺の

散策や見学オプションを用意したいと思います。詳

細は後程参加者に連絡します。参加の方はご連絡く

ださい。交通の不便なところなので、みんなで乗り

合わせていきましょう。 

 

 

 

 

 

 

振り返り             東 裕二  

１９年度、２０年度、２１年度と３年間所沢クラブ

の会長を務めました。そのうちの半分以上がコロナで

した。 

コロナ以前は、毎月の例会の食事はカレーライスを

たくさん作って皆さんにふるまったり、準備例会では

毎回地域に根付いたコミュニティカフェを巡ったりと

色々な事をしていたのを懐かしく思います。コロナ禍

になり、当たり前にできていたことが出来なくなり、

それでも制約の中、出来ることを工夫しながら少しず

つやってきています。今ではコロナ禍の新しい形に慣

れてしまって、以前の様にタフでアクティブな活動は

もう出来ないのではと思うようにもなってきました。    

そんな中、今年１月に４名のフレッシュな入会者が入

りました。今後新しい活動、つながりが生まれるきっ

かけになると私は大きな期待をしています。 

２２年度も会長を務めることとなりました。コロナ

のことも心配ですが、新しく出来ることを見つけて 

楽しい活動を続けていきたいです。

 

6 月 2022 年度 通巻 390 号   

今月のテーマ：「YMCA リエゾン・IBC・評価・次年度計画」 

」 

） 

今月の聖句  

「たゆまず善を行いましょう。飽きずに励
んでいれば、時が来て、実を刈り取ること
になります。」 

ガラテヤの信徒への手紙 6章 9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！」 

 

https://www.bing.com/local?lid=YN5286x2350912061136857753&id=YN5286x2350912061136857753&q=%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%82%ad%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%88%e6%95%99%e5%9b%a3%e6%af%9b%e5%91%82%e6%95%99%e4%bc%9a&name=%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%82%ad%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%88%e6%95%99%e5%9b%a3%e6%af%9b%e5%91%82%e6%95%99%e4%bc%9a&cp=35.944007873535156%7e139.30661010742188&ppois=35.944007873535156_139.30661010742188_%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%82%ad%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%88%e6%95%99%e5%9b%a3%e6%af%9b%e5%91%82%e6%95%99%e4%bc%9a
https://www.bing.com/local?lid=YN5286x2350912061136857753&id=YN5286x2350912061136857753&q=%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%82%ad%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%88%e6%95%99%e5%9b%a3%e6%af%9b%e5%91%82%e6%95%99%e4%bc%9a&name=%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%82%ad%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%88%e6%95%99%e5%9b%a3%e6%af%9b%e5%91%82%e6%95%99%e4%bc%9a&cp=35.944007873535156%7e139.30661010742188&ppois=35.944007873535156_139.30661010742188_%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%82%ad%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%88%e6%95%99%e5%9b%a3%e6%af%9b%e5%91%82%e6%95%99%e4%bc%9a
tel:0492943444


 

５月例会報告          小林 勉 

話者；富井佳織さん(元埼玉 YMCA ボランティアリ

ーダー。2021 年 11 月から JICA 海外青年協力隊から

アフリカ東南部モザンビーク国に派遣され、首都マプ

ト郊外のボアネ郡で 7年制の小学校の体育指導員(３代

目）として活躍中。派遣期間は２年間） 

 

卓話主題； 『一生もののボランティア』 

ボランティアとは？ 大学での学習体験、YMCA で

のボランティア活動（主にキャンプ、スキー合宿など

の野外活動）、リーダー会での仲間との話し合いなどか

ら、少しずつ理解を深めてきました。 

フィリピンでの YMCA ワークキャンプに参加し、海

外でのボランティア活動に参加したいという気持ちが

芽生え、JICA 国際青年協力隊に応募。 

 

JICA の国際協力は「人に一番近い国際協力」と言わ

れています。 

モザンビーク国での生活におけるエピソード 

その１； パワハラ ？ 

 上司と部下の関係で一番発生しやすいパワハラで

すが、モザンビークの人たちは独立(1965 年）した時の

指導者を敬う風潮があり、上司を尊敬する気持ちが強

いのでパワハラはあまり存在しないようです。 

その２；遅刻は存在しない ？ 

   すべてが時間通りに動かない。 

その要因として感じるのは、「家族関係を最優先して

生活」 

仕事や会議に来なかったので「どうしたの？」と聞

くと、「家族との行事があったから」との答えが多く、

日本とは真逆の考え方があるようです。 

その３；君のものは私のもの ？ 

 なんでも共有する、という文化 

  通常の夕食でも、近くにいる路上生活者や隣近

所の人たちと一緒に食べているようなので、驚きまし

た。 

モザンビークでの生活； 

 食文化：インド洋に接しているので魚が多く、私

の食生活と合致していて、自然に食べられるのがうれ

しい。 

 生活状況：平日は朝５時に起き７時に授業開始。

午前中３枠、午後４枠の授業をし、２時間近くかけて、

乗り合いタクシーや徒歩で帰宅。徒歩を多くし、途中

で会った人たちとポルトガル語の会話を積極的にして

いる。（「ネイティブと同じ口調だね」、と言われていま

す。 

目標；CQ(Culture Quality：違う文化の人とと

もに問題を解決し、目的を達成することができ

る力）を身に着けること。 

今出来ること 

 世界を知ること⇔自分を知ること

 

私も６０歳の時に JICA シニア国際協力隊

に応募しようとしましたが、健康問題（５０ 

歳の時結腸ガンの手術）で、応募条件を満たせ

ず断念したことがあります。その代わりに、ハ

ワイでの６年間の仕事が与えられたこと、「主の

思し召し」と感謝しています。 

”帰国後に佳織さんの話を聞かせてもらえる機

会を作ってください。” 

参加：富井佳織（卓話）・大澤・太田連絡主事・小関・

黒田・小林勉・東・澁谷実季・宮地（所沢クラブ 8 名）・

小谷総主事・浅羽俊一郎・恵夫妻（埼玉クラブ）以上 12

名 

 



ワイズ報告            東 裕二 

・第 25 回東日本区大会は Zoom での開催を決定い

たしました。参加費を無料とし、ウクライナやミャン

マーの人々の平和と安全を祈り、献金に向けられれば

という願いも込めて決断しました。6 月 4 日午後 1 時

から午後 5 時まで、及び翌 6 月 5 日（日）の午前 9 時

から 12:20 まで Zoom にて開催されます。 

 

東日本区大会の進行表 

 

YMCA報告            太田昌孝 

ゴールデンウィークも終わり、キッズアカデミーや

キッズクラブの新しく入った子たちも元気よく通って

きてくれており、元気な声が響いています。 

外の気温も上がってきており、日に日に熱くなって

きておりますが、着々と夏に向けての準備が進んでお 

ります。キャンプ、サマースクール、短期講習会の配布

物が登録者に配られています。ホームページには 6 月

初旬に掲載されます。皆様のお近くに興味ある方がい

らっしゃいましたら是非お誘いください。 

また、YMCA ウォーターセーフティーキャンペーン

に伴い、6 月 19 日には全国の YMCA にてウォーター

セーフティーデイが開催されます。これは、水辺での  

水難事故を防止し、尊い「いのち」を守り,育てるとと

もに、こどもたちの水辺での豊かな経験が「いのち」を

育むことを推進することが主旨となります。埼玉でも

この日に合わせて準備を進めております。 

YMCA新スタッフです。どうぞよろしく！ 

健康教育部所属の深田康生と申します。 

２００１年５月２１日生まれの２１歳です。   

幼児の頃から体操をはじめ、中学まで体操を

しており、中学では野球と体操両方をしてお

りました。 

YMCA では常に学んで自ら行動をし、誰からも頼られるような

リーダーになれるよう頑張ろうと思います。 

 

4 月から埼玉 YMCA 所沢センターの健康

教育部で働かせていただいております。

山本祐斗です。 

リーダー名はちーちーリーダーです。 

今は子どもたちと楽しく元気にプールの

指導を行なっています。これから沢山の経験を積んで、子ども

たちや会員の皆様、共に働く先輩の方々に愛されるような指導

者目指して頑張ります！ 

 

Hi everyone. It's nice to meet you all. My 

name is Janelle, please call me Jan. I am 

from the Philippines. I am teaching 

preschool at  Saitama YMCA. I am working 

with kids most of the time and I enjoy this 

job very much. Also, I have good support from my fellow 

teachers and  staff  so it is really a wonderful place to be. 

Teaching at Saitama YMCA is fun and fulfilling. 

That is all. Thank you.  

 

三部合同例会報告         小林恵子

さいたま市き咲きてらすにて 

テレジン、初めて耳にする言葉です。 

き咲テラスで開かれた野村路子先生の【テレジンの幼

い画家】という卓話の地名です。ナチスドイツがユダ

ヤ人を強制収容していた収容所の地名です。その収容

所には 15000 人もの子供たちが収容されていたそう

時間 分 内容 

６月４日   

1300-1420 80 開会式、祝辞、挨拶、メモリアル・アワー 

1430-1530 60 東日本区アワー１ 理事報告、部長報告な

ど 

1545-1700 75 ウクライナ情勢とワイズ・YMCA ができる

こと 

６月５日   

0830-0900 30 聖日礼拝   

0910-0940 30 YMCA ユースリーダーと共に  

945-1115 90 東日本区アワー２ ２５周年企画、事業報

告、表彰 

1120-1200 40 新旧役員引継ぎ式 

1200-1220 20 閉会式 



です。 

 劣悪な環境下にありながら、自分達の夢や希望を描

いた貴重な作品の数々。そしてその絵に込められた子

供達のメッセージ。偏見、差別、憎しみがいかに愚か

なことか【テレジンの幼い画家】の絵は野村路子先生

によって語られ紹介されてきました。 

 戦争は常に弱い者が犠牲になり理不尽に命を奪われ

る。15000 人いた子供たちも生還できたのは 100 人程

だったようです。 

 世界中で起きている紛争に対して子供たちの絵は、

何を言おうとしているのでしょうか？ 

 テレジン収容所で子供たちが描いた生きた証を風化

させないためにも伝え続ける大切さを教えていただき

ました。 

 

↓テレジンを語りつぐ会ホームページより 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼玉 YMCAを支えるチャッちゃ茶トリオ 

新茶のおいしい季節になりました。 

ご贈答用には 100 グラム 1000 円の新茶 

ご家庭用には 200 グラム 1000 円の新茶（粉茶） 

ビタミン C や E の豊富なほうじ茶 90 グラム 500 円 

 

この機会に大人買いをして冷凍保存で 1 年中新茶の味

をお楽しみください。 

 

今後の行事予定 

6/04（土）東日本区大会 

6/05（日）東日本区大会 

6/11（土）18：00 ６月例会 

7/09（土）18：00 ７月例会 

 

 

 

 

5 月例会 

 所沢クラブ会員８名 メーキャップ２名 ゲスト

名 2 名 合計 12 名 

三部合同例会 

 所沢クラブ 5 名 川越クラブ 5 名 埼玉クラブ 5

名 ゲスト 4 名 

感謝状をいただきました 

埼玉 YMCA と所沢ワイズメンズクラブが、フー

ドバンクネット西埼玉さんから、感謝状をいただ

きました。（もったいないからありがとうへの小

さな拠点になっています。） 

 

 

新茶を 

お楽しみ 

ください

ラスト

い。 


