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会 長   山本 剛史郎  クラブ会長主題 「温故知人」「明日に向かって新しい出会いを！」 
副会長   松川 厚子   国際会長 K.C. サムエル (インド) 
会 計    吉田 公代     主題 Into the next 100 Years with FELLOWSHP & IMPAC  

書 記   吉野 勝三郎      「フェローシップとインパクトで次の 100 年へ   

               アジア太平洋地域会長 Chen Ming Chen(台湾) 
主題 “Elegantly Change with New Era”  
「新しい時代とともに、エレガントに変化を 

                         東日本区理事 佐藤重良 (甲府 21) 
主題「未来に向けて今すぐ行動しよう」 

関東東部部長 工藤大丈（ベイサイド） 
主題「新規技術（テクノロジー）を縦横に 駆使し、効率を重んじる。 

すべては、プレミアムな価値と体験を産むために」「成せば、成る」 

“No challenge, No fruit” 
 

８月の聖句 

 

ピラトが、「それでは、やはり王なのか」と言うと、イ

エスはお答えになった。「私が王だとは、あなたが言っ

ていることだ。私は、真理について証しをするために

生まれ、そのために世に来た。真理から出た者は皆、

私の声を聞く。」 

ピラトは言った。「真理とは何か。」 

（ヨハネによる福音書 18 章 37～38 節） 

 

Pilate therefore said to him, "Are you a king then?" 

Jesus answered, "You say that I am a king. For this 

reason I have been born, and for this reason I have 

come into the world, that I should testify to the truth. 

Everyone who is of the truth listens to my voice."  

Pilate said to him, "What is truth?"  

（John 18:37～38） 

２０２２年７月の統計（７月２５日） 

在籍９名 出席者７名 出席率８０％ 

巻頭言 
「真理とは何か」        会⾧ 山本剛史郎 

 安倍元総理大臣の襲撃事件以来、旧統一教会「世界

平和統一家庭連合」の献金問題、また政治との関わり

が大きく注目されるようになった。旧統一教会の問題

は今から 30 年以上も前から起こっており、エホバの

証人、オウム真理教などと共に「カルト」として扱わ

れてきた。カルトとは元々は批判的な意味を持たない

宗教用語であったが、一般的には「犯罪行為をするよ

うな反社会的な集団や組織」という意味で使われてき

ている。そこで宗教学などでは「（真の）宗教」に対

して「カルト」という言葉で使われているが、この「宗

教」と「カルト」の線引きが難しい。何が宗教であっ

て何がカルトなのかは誰にも分からないし、決めるこ

とができない。「真理とは何か」問い続けるしかない。 

 

２０２２年 ８月 例会プログラム（予告） 

日 時：８月 20 日（土）午後 2:30－４:00 

場 所：ウニクスボウル南古谷
みなみふるや

（０４９－２３０－１７００） 

  川越市泉町 1-1ＵＮＩＣＵＳ南古谷２Ｆ 

川越ワイズメンズクラブ＆YMCA クローバークラブ

川越ボーリング交流会 

＜YMCA のねらい＞ 

①場
ば

に応
おう

じたマナーやルールを守ることができる。 

②仲間
な か ま

やワイズの方々と共
とも

に楽
たの

しんでボーリングに

参加することができる。 

＜タイムテーブル＞ 
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〒350-0046 川越市菅原町 7-16 

tel：049-226-2491 fax：049-226-2304 
c/o Kawagoe YMCA, 7-16 Sugawara-cho, Kawagoe, Saitama 350-0046 Japan 



13:50 メンバー集 合
しゅうごう

（スターバックス前集合） 

体調確認・スケジュール確認
かくにん

 

14:05  JR埼
さい

京
きょう

・川越
かわごえ

線
せん

乗 車
じょうしゃ

（川越
かわごえ

→南古谷
みなみふるや

）  

14:10  JR南古谷
みなみふるや

駅
えき

到 着
とうちゃく

 徒歩
と ほ

10 分ほど 

14：30 ボーリング場入口前集合 

1６：45   駅
えき

へ移動
い ど う

・トイレを済
す

ませておく 

17：10   南古谷
みなみふるや

駅
えき

発 

17：14     川越駅
かわごええき

到 着
とうちゃく

 

17：15   さようなら（解散
かいさん

） 
 
ワイズの皆さんは、上記 YMCA との合同会としま

す。ＹＭＣＡの一行に合流するか、又は、各自、現

地に定時までに集合して下さい。 
 
7 月例会報告 
山本会長年度初の例会として、多くの議題が話し合わ

れました。 
 
１．8 月例会を YMCA のクローバークラスと一緒に、

ボーリングを楽しむことにしました。多くのメン

バー・メネットの参加を期待します。詳細は、上

記参照下さい。 
参加申し込みは 8 月 12 日締め切りです。 

 
２．今年度から、年会費を 50,000 円から 40,000 円に

引き下げることを決議しました。支払いは下記に

お願いします。 

  郵便振込口座 ゆうちょ銀行 

  又は 

 他の金融機関にも口座がありますので、詳細は、 

  会計担当 吉田公代メンまで 

 
３．川越ワイズメンズクラブ 25 周年記念会 
  2023 年 10 月 28 日（土）14:00～18:00 開催予定 
  詳細は今後煮詰めますが、まずは上記日程を決定

しましたので、今からカレンダーに入れておいて

下さい。 
 
４．アースデイ・イン川越参加 10 月 2 日（日） 
  初めて、「古書再読」用の 500 冊ほどの書籍を展

示するので、前日の 10 月 1 日（土）に運搬準備

を行います。 
 
５．チャリティーラン参加 
  11 月 3 日（木）今年は所沢航空公園で開催予定 
 
６．紅あかファンド 
  今年も実行しますので、今からＰＲをお願いしま

す。 
 

７．9 月例会 9 月 17 日（土）に、アースデイ対応の

例会とする。 
 
８．その他 
  今期の今後の活動予定について協議しました。 
 
国際の舞台から 
“Keiko’s Monthly Briefing of YMI/ASP” 
 
次期アジア太平洋地域会長／国際議員 利根川恵子 

 
去る 7 月 3 日から 8 日まで、デンマークのオーフス

で第 51 回国際議会（ICM2022）が開催され、その中

で、私は、国際議員バッジを国際会長から付けていた

だき、晴れて正式に国際議員となりました。昨年度、

大野勉・直前地域会長の通訳として国際議会を体験し

ており、その運営方法や雰囲気などは理解しておりま

したが、通訳という立場は自分の意見を言うものでは

ありませんので、議会の内容は単に私の耳→頭→口と

通過していきました。今回は自らが議員となり主体的

に参加することになりましたので、自分で考え、意見

を言うという行為がとても新鮮に感じられました。

（通訳がつまらないという意味ではありません。）そ

して、議会運営委員会委員、ASF 見直しグループ委員

長、100 周年記念行事委員会委員、「戦略 2032」チー

ムメンバー、目標設定委員会委員を仰せつかりました。

議員が 15 名で、様々な委員会、タスクフォースがあ

るので、一人がいくつもの役を兼ねざるを得ません。

今後、Zoom の会議が一層増えることを覚悟しており

ます。 
 さて、今回の国際議会では24件の議案が審議され、

可決されました。クラブのみなさまに直接関係のある

議決事項としては、今年度中に入会した、18 歳～35
歳の若手会員と既存の会員の配偶者会員は、今年度の

国際会費が 50％減額されるということです。 
 また、今回の国際議会で特筆すべきは、第 20 回

YMCA 世界大会と並行して開催されたことで、これに

より、世界中から参集した 1,100 名（プラス 1,200 名

がオンライン参加）の YMCA 関係者にワイズメンズ

クラブの存在をアピールすることができたことです。

YMCA 世界大会のプログラムの一部で、YMI の 100
周年を記念するセッションを行い、K.C.サミュエル国

際会長の就任式もワイズばかりでなく YMCA 関係者

の祝福の中で執り行われました。100 周年の節目に、

YMCA と YMI が一層近くなった記念すべき 100 周年

行事でした。国際会長ニュース 8 月号（日本語版もあ

ります。）には写真入りで報告されています。 
 次回は、チェンマイで開催される国際ユースコンボ

ケーション 2022 に参加いたしますので、ユースとの

交わりのご報告をさせていただきます。 
 



  
 

 
（川越クラブのメンバーとして国際的な責務を果た

している利根川恵子メンからの寄稿です。今後、継続

して報告してもらう予定です。ＫＹ） 

 

ＹＭＣＡ報告 

【Digital DETOX ジュニアユース・サマーキャンプ】 

2022 年 7 月 28 日-30 日に『ジュニアユース・サマ

ーキャンプ』を実施しました。 

ゲーム・ネット依存治療に取り組んでいる国立久里

浜医療センターの心理士 三原聡子先生にご協力いた

だき、『依存』まではいかないけれど、ゲームやスマ

ホ、ネットにのめりこみすぎてしまうみんなと一緒に

学び、実際に体験しながら適切な使い方を考え 3 日間

過ごしました。 

 

＜参加者の感想＞ 
「スマホやゲームの使用をおさえ読書や勉強をする。」 

「スマホ以外のことをする。」 

「スケジュールを書いてゲーム時間を見える化する。」 

「リアルを大切にする。」 

参加してくれたみなさんの生活がより豊かになるこ

とを願っています。 

 
 

 
 
【野外ボランティアリーダーセミナー・トレーニング】 

7 月 10 日（日）リーダーセミナー(座学)@所沢センター 

7 月 31 日（日）リーダートレーニング(実践)@小川げん

きプラザ 

埼玉 YMCA の野外ボランティアリーダーが集まり、

セミナー・トレーニングを行ないました。 

これから迎える夏のキャンプや、今後の定例活動に

向けて YMCA 理解、対象理解、リーダーに求められ

ること、グループワーク等を体験しながら学び、考え、

思いを語り合いました。 

真剣に学びつつ、改めてリーダー自身が YMCA の

活動の楽しさを感じる時間となりました。そして、リ

ーダーたちはさらに熱が入り、夏を迎える準備万端で

す！ 

 



 

 
 

＜８月の川越センターの開館について＞ 
 ７月２６日（火）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。 

（１字インデント）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。 
 

編集後記 
 7 月の我が家には、58 歳の男性がホームステイしま

した。午前 6:50 家内を含めて 3 人で朝食。その後、

彼は私達の所属する教会へ出勤（？）。昼と夜の食事

は外で済ませて、午後 8:00～8:30 に帰宅という人でし

た。 

 この方は、⾧年静岡県内の公立中学校で国語の教師

をしていましたが、クリスチャンとして 20 代から祈

り求めていた教会の牧師になることを決断し、昨年か

ら神戸の神学校で学んでいます。 

 この神学校は、２・３年時には、夏季伝道と称して、

7 月・8 月の 2 ヶ月間、一ヶ月単位で、教会に派遣さ

れて実際に牧師の日常を体験して学ぶことになって

います。今年は、私の所属する教会が招聘して来ても

らいました。しかし、残念ながら牧師が病に倒れ、闘

病中のため、教会に寝泊まりすることができなくなり、

急遽、我が家にホームステイすることになったのです。 

 我々夫婦は、年を重ねるごとに、社会のお荷物にな

らないようにと思っている時に、このような貴重な奉

仕ができたことを喜んでいます。ワイズに繋がってい

ることや、ＹＭＣＡに奉仕できることも大きな恵みで

す。さまざまな要因が赦せば、インドでカイゼンの指

導に出かけたいと思っています。そのためにも、第 4

回目のコロナ感染予防のワクチン接種をいつ受けよ

うかと考えています。みなさん、くれぐれも熱中症に

注意しましょう。（ＫＹ） 


