
 

 

 

 

 

 

一般財団法人 新しき村理事 
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9 月例会プログラム 

 

日時 2022 年 9月 10 日（土）   

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 「武者小路実篤と新しき村」 

 

             小島 真樹様 

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 

 集合 14:20 新しき村 集合・見学  

     16:00 見学終了 新しき村から教会へ 

     17:00 夕食 毛呂教会にて 

18:00 例会開始 

  卓話 「武者小路実篤と新しき村」 

       新しき村理事 小島真樹氏 

      20:00 終了 

 参加費 1,200 円(入館料 200 円・弁当 1,000円) 

※ 資料館行かない・弁当不要の方はなしです 

 

 

 

 

 

 

水漏れバケツの話        小関京子 

イギリスの子ども向けのお話です。この話を思い出すた

びに、元気が出てくるのです。 

美しい庭を管理する庭師がいます。彼は、毎日２個のバ

ケツ下げて、離れた小川まで水を汲みに行きます。一つ

は真新しいバケツ、もう一つは使い古して穴が開いてき

ているバケツです。 

新しいバケツは自分がしっかり仕事が出来ていると自慢

します。穴あきバケツは自分の姿をわきまえており、そ

れでも使ってくれる庭師に感謝しながら仕事をしている

と言います。 

庭師は双方のやり取りに耳を傾け、小川までの小道をよ

く見るように伝えます。 

小道の新しいバケツの側は別に変化はないのですが、穴

あきバケツの側には、緑色の若芽がずらっと一列に頭を

並べていたという結末です。 

自分が役立たずと思っていても、今できることがあるこ

とに感謝しつつ、日々の生活を送ることによって、知ら

ず知らずに何かのお役に立てていることがあるというお

話です。 

穴の開いた水漏れバケツは、まさに、今の私の姿です。

出来ることが少ない私です。でも、使い古された穴あき

バケツの私、今自分にできることを、これからも頑張っ

ていこうと思っています。 

   毛呂教会の移動例会について          
9 月 10 日(土) 14：20  新しき村集合 

◎徒歩で現地に行く方は毛呂教会に車を置けます。 

◎電車で来られる方は迎えに行くので澁谷実季さんに 

９月 2022 年度 通巻 393 号   

今月のテーマ： ：EMC＝Extension and Membership Conservation （E はクラブ拡張＝新クラブ設立、MC は会員の維持･啓発と増強） 

」 

） 

今月の聖句 

「あなたがたは、それぞれの賜物を授かっ

ているのですから、神のさまざまな惠みの

善い管理者として、その賜物を用いて互い

に仕えなさい。」 

ペテロの手紙 ― 4 章 10 節 

 

 

会  長  東 裕二    クラブ会長主題 「だれかのためにできることを」 

副会長   小関京子    国際会長 Samuel Chacko(印) Into the next 100 Years with FELLOWSHP & IMPAC 

書  記  宮地輝子      アジア太平洋地域会長 Chen Ming Chen(台) Beyond Self and Be The Change 

会  計  金本伸二郎     東日本区理事主題 佐藤重良 (甲府 21)「未来に向けて今すぐ行動しよう」   

  関東東部部長主題 工藤大丈（ベイサイド）「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」 

 

 

 

                   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！」 

 



 知らせてください。 

◎場所のわかりにくい方は澁谷さんの車で送ります。 

◎9 月 6 日までに参加と弁当の有無を渋谷さん(090-

6276-9016）に知らせてください。 

ワイズ報告          東 裕二 

・第１８回ＩＹＣへの東日本区からの参加者６名が決

定いたしました。埼玉ＹＭＣＡから川越センターの

木下悠七さん（アールリーダー）が参加します。 

第１８回ＩＹＣ： 

２０２２年９月４日(日)～９日(金) 

タイ チェンマイ 

・ユースアクションの中間報告会が 9月 4日(日曜日)

の午後 1時半から 3時まで Zoomで行います。所沢

クラブと埼玉 YMCAが推薦している

SalamatA&Philippines Sky Light Projectも発表

しますので是非ご視聴ください。 

 

ＹＭＣＡ報告         太田 昌孝 

7月末の水泳プログラムを中止した短期講習会です

が、8月に入りプログラムを順調に進めています。健

康プログラムでは、コロナ渦、埼玉として 3年ぶりに

YMCAの全国水泳大会に参加をし、全国の仲間と触れ

合う機会が設けられました。また、語学プログラムで

はサマースクール、キャンプ。野外プログラムでは宿

泊キャンプも進行しております。子どもたちの夏休み

も終盤になり、9月に向けての準備を粛々と進めてお

ります。 

このブリテンが発行される頃は通常のプログラムも始

まり、夏休み中と違った YMCAに戻ります。 

これから、気温も落ち着き、寒くなる季節に向かって

いきますが、感染予防に努め気温の変化に体調を崩さ

ないように、プログラムを実施していきたいと存じま

す。 

 

8 月例会報告          宮地輝子 

参加者：澁谷弘祐さん・澁谷実季さん・東さん 

小関さん・小林茂和さん・小林恵子さん・ 

金本さん・大澤さん・宮地の 9名の参加でした。 

今年度の活動方針の担当グループごとに企画を考える

という最初の担当の狭山グループにより準備をして納

涼例会が大澤さんの『ふらっと JOY』で開催されまし

た。当日は台風直撃、遠く毛呂山から澁谷先生ご夫妻、

大泉から小林さんご夫妻、また大雨の中歩いて来られ

て水も滴る小関先生と、皆様、雨の中、参加くださり、

感謝でした。 

澁谷実季さんの伴奏でワイズソングを歌い、差し入れ

と準備したご馳走をいただきながら、楽しく和やかに、

集いました。 

自己紹介により、どうしてワイズメンズに入会したの

か、また現在、取り組んでいることなど紹介され、皆

さんの理解を深めることができました。 

小関先生と大澤さんの提案で『ちょこっとチャット』 

というゲームをしました。こちらもそれぞれの『人と

なり』を知ることができ、楽しく有意義なひと時でし

た『ふらっと JOY』は大澤さんの『Joy Study』の不登

校の生徒の、子ども食堂にしようと始められた場所で

す。とても良い取り組みだと福祉財団からも評価され、

東会長の Higa デザインによってリフオーム工事が行

われました。そこに集う不登校ちゃんが選んだという

テーブルやカーテンのある広いホールのようなお部屋

で、『ふらっと JOY』の発展を思いながら、盛会のうち

に終わりました。 

今後の行事予定          東 裕二         

09/01(木)    ブリテン発行（一面：小関） 

09/13(土)18：00 ９月例会(毛呂山Ｇ) 

例会報告：大澤 

10/01(土)    ブリテン発行（一面：小野塚） 

10/01(土)    関東東部部大会 

10/08(土)18：00 10月例会(入間Ｇ)例会報告：小関 

11/01(火)    ブリテン発行（一面：金本） 

11/12(土)18：00 11月例会(未定) 

例会報告：小野塚 

12/01(木)    ブリテン発行（一面：上山） 

12/10(土）18：00 12月例会（未定） 

例会報告：金本 

 

 

 

 

  埼玉 YMCAを支えるチャッちゃ茶トリオ     

これからの涼しい季節に熱いお茶

は味わい深いです。 

ご贈答用には 100グラム 1000円の

煎茶 

ご家庭用には 200グラム 1000円の

粉茶 

ビタミン Cや Eの豊富な 

ほうじ茶 90グラム 500円 

 

8月例会 

所沢クラブ会員  9名 


