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日時 2022 年７月 9 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「会長方針」  東会長 

    みんなで語ろう!あんなこと。こんなこと 

     6. YMCA 報告       太田連絡主事 

7. ワイズ報告       東 裕二会長 

8. 誕生・結婚記念 

9. 閉会点鐘             東会長 

Zoomミーティングに参加する 

https://us02web.zoom.us/j/82475582603?pwd=

N-RfyxE3E6eXIWyCfTTtQUQrI4iGJf.1 

 

ミーティング ID: 824 7558 2603 

パスコード: 149116 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

野村路子さんの遺言を残し隊   大澤和子 

本川越駅から 10 分のマンションにお住いの野村路

子さんをお尋ねしました。三部合同例会でお話を伺っ

たのがきっかけで、岡部さんと一緒に押しかけました。

（なんて厚かましい！）それほど第二次世界大戦中に

ナチス・ドイツによって作られたテレジン収容所の子

どもたちのお話は衝撃的でした。野村さんが「皆さん

のような高齢の方より、お若い方々に語り継ぎたい私

の遺言です。」と結ばれた卓話が耳に残って、野村さん

の思いに共感し、私たちにもできることがあればと思

っての訪問です。 

暖かい笑顔で迎えてくださった野村さんは 85歳。次

々とよどみなく話されるお話に、高齢者とは思えない

記憶力に驚かされました。 

ウクライナの戦争の話題で胸が痛む毎日です。これ

を機会に軍備を拡大し、戦争の備えを充実せねばとい

う政治家も多い中で、大事なのは平和を愛する心。仲

良くする心。などという考えは甘すぎるのでしょうか

？ 

学校図書株式会社の 6年生の国語教科書では、『フリ

ードルとテレジンの画家たち』という題で、野村さん

の書下ろしが掲載されていることをお聞きし、これぞ

遺言と嬉しくなりました。 

また、川越市市制 100周年を記念して 9月 11日にウ

エスタ川越大ホールで開催される講演会とコンサート

のために、川越市の校長会でチラシを配っていただい

たそうです。子どもは無料ですから、この機会に、是非

お孫さんや近所の子どもたちにも宣伝して一緒に参加

してほしいと思います。 

秋までは予定がいっぱいで、お忙しいそうですので、

ワイズメンズクラブで、秋から何かの取り組みができ
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今月の聖句  

「誰でもキリストにあるなら、その人は新し

く造られた者です。古いものは過ぎ去りまさ

に新しいものが生じたのです。」 
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                   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！」 

 

6 月例会 
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ればと熱い思いを抱きながら帰ってきました。野村路

子さんの遺言を残し隊メンバー募集中です。 

      

 

ワイズ報告            東 裕二 

‣６月４日、５日ワイズメンズクラブ

東日本区大会がありました。今年は

ZOOMでの開催で 188名の参加となり

ました。表彰では新入会員獲得優秀

個人賞 大澤和子さんが表彰されま

した。各種献金の目標額達成賞も頂

きました。 

 

YMCA 報告            太田昌孝 

日に日に気温も上がり、湿気も多く、夏が迫ってき

ております。皆様におかれましても、熱中症などに

十分お気を付けください。 

6月初旬に YMCAホームページにアップした、キャ

ンプ、サマースクール、短期講習会の募集が始まり

ました。登録者、一般と既にキャンセル待ちとなる

プログラムもあり、この夏も YMCA館内、館外で子

ども達の元気な声が聞こえる事と思います。 

YMCAでは 6月～9月までをウォーターセーフティー

キャンペーン期間としています。 

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。 

6月 19日（日）には、キャンペーンの一環であ

る、全国 YMCAウォーターセーフティーデイがおこ

なわれました。埼玉 YMCAでは親子着衣泳体験を行

い、水辺での危険な箇所を映像で確認し、プールで

実際に着衣のまま泳いだり、物を使って浮いたりし

ました。 

参加家族は 25組、50名以上の参加を頂き、夏に向

けて安全に過ごす良い機会が持てたと感じます。ま

た、通年クラスでも着衣泳体験を行い、外部からの

依頼で着衣泳体験を行います。 

以上となりますが、今年の夏も暑さが厳しいと予測

されておりますので、皆様におかれましてもどうか

お体をご自愛ください。 

  

例会報告             東 裕二 

6 月 11 日（土）毛呂教会において６月例会を行いま

した。１年間の総括と次期に向けての事業計画やク

ラブについて話し合いました。次期からは例会企画

担 当 を み

ん な で や

る よ う に

い た し ま

す。ちなみ

に 例 会 が

ス ム ー ズ

に 運 営 で

き る よ う

に 務 め る

方 を ワ イ

ズ用語では「ドライバー」というようです。地元を

歩く、自分の活動をアピールする、話を聞きたい人

を卓話に呼ぶなど例会プログラムを担当者が考え運

営し楽しい例会、ワイズ活動へつなげていきたいで

す。また長年所沢クラブに尽力していただいた林秀

雄さんご高齢の為、なかなか出席できないこともあ

るので広義会員に申請いたします。広義会員とは出

席の義務が一部なくなるもので、他の内容は一般の

会員と変わらないので可能なときにまた例会に参加

してもらいたいです。 

 

丸木美術館訪問記         宮地輝子 

 

毛呂教会での６月例会に伺う道すがら、少し足を延ば

して丸木美術館を訪問しました。元ワイズメンズクラ

ブの会員であった岡部八千代さんが所沢ワイズメンズ 

クラブ会長の東裕二さん・前関東東部部長の大澤和子



さん、所沢ワイズに入会したての宮地の３人を案内し

てくださいました。 

 森の中にひっそり立つ丸木美術館は３０年ほど前に

訪れた時より、古く、又増築もされ、広くなっていまし

たが、原爆の図はあの時と同じ、原爆が人間にもたら

した惨さ、痛みを生々しく伝えていました。くしくも、

ウクライナの戦争が起きている今、ウクライナでの戦

場と原爆の図が重なり、一層胸に迫るものがありまし

た。「戦争はしてはいけない」「どちらが勝つか負ける

かなど･・この画をみてごらん・・」そんな思いで見て

いたところ、ここに見学に来た中学生の書いたたくさ

んの短冊を見つけました。

皆、平和を願い、祈り、誓う・・

と書いてあるではありませ

んか。 

三部合同例会で野

村路子さんが『「・・平

和を、お若い方々に伝

えたい私の遺言・・」

とおっしゃったこと、

ここに伝わってまーす』と、少し嬉しい気持ちで出て

きたところ、偶然、外にいた新聞記者さんに見学の感

想を訊かれました。建物の裏手は、下に都幾川が流れ

る小高い丘の上、そこで、感想とともに、「戦争はして

はいけない」・「平和を願い、誓わなければ」・「この原爆

の図を中高生に見学に来てもらい平和を願う心を育て

てほしい」・「学校や教育委員会に平和教育の必要性を

強く伝えてほしい」・「平和教育を新聞や報道の手段で、

是非、伝えてほしい」など 

元、教育者であった岡部さん、大澤さんは、子どもたち

への平和教育を望む気持ちが強く、熱弁をふるい新聞

記者さんに弁舌さわやかに力説しました。 

 

 

 

 

 

 

記者さんも二人に圧倒されたかのようで、「承りました」

と心強いコメントをくださいました。短時間ではあり

ましたが、思いがけない、とても有意義な懇談となり

ました。丸木位

里さんが、故郷

の広島の太田川

の川沿いの風景

に似たこの地を

選んだと聞いて

いるこの場所で

平和教育につい

ての熱弁が位里

さんにも届いた

かもしれない、

また、これも、野村路子さんの平和を伝えたい遺言に

なったのではないかと温かい、清々しい気持ちで毛呂

教会に向かいました。 

 

 

埼玉 YMCA を支えるチャッちゃ茶トリオ 

 

今後の行事予定 

07/09（土）18：00 ７月例会（ZOOM） 例会報告：東 

08/13（土）18：00 ８月例会（未定） 例会報告：宮地 

09/13（土）18：00 ９月例会（毛呂山Ｇ）例会報告：大澤 

10/08（土）18：00 10月例会（入間Ｇ）例会報告：小関 

 

 

 

 

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。 

 


