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10 月例会プログラム 

日時 2022 年 10 月 8 日（土）18 時～20 時   

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 「名児耶剛（なごやたけし）さんの

お話 

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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

節目の年(1972 年から 50 年)   小野塚勝俊                

 

今年は、歴史的な出来事から 50年の節目の年になるそ

うです。 

 

一つは、沖縄返還（1972 年 5 月 15 日）、もう一つは、

日中国交正常化（1972年 9月 29日）です。この他にも、

今も人気のある池田理代子さんの「ベルサイユのばら」

が掲載されてからも、ローマクラブが「成長の限界」を

発表してからも 50年だそうです。 

 

実は私も 1972 年生まれ、今年 50歳です。いわゆる『団

塊ジュニア世代』で、子どもが多かった世代（1972年生

まれの子どもは、約 204万人。昨年 2021年生まれの子ど

もは、約 81 万人）です。高度経済成長期の終盤を迎え、

オイルショックなども起こり、社会の先行きに不安を感

じる年に生を享けました。 

 

1972 年生まれが高校・大学を卒業する頃には、好景気

だった「バブル経済」はすでに崩壊。時を同じくして 1995

年には、阪神・淡路大震災、地下鉄サリン事件などが起

こり、日本の生産年齢人口の「ピークダウン」も始まり

ます。1972年生まれは、多くが「非正規雇用」で働かざ

るを得なくなり、現在、ロストジェネレーション（失わ

れた世代）『ロスジェネ世代』とも呼ばれるようになりま

した。『団塊ジュニア世代』である『ロスジェネ世代』は、

現在、日本の人口の中で大きなウエイトを占めますが、

この世代の男性 4 人に 1 人、女性 6人に 1人が未婚（結

婚未経験）です。 

10 月 2022 年度 通巻 394 号   

今月のテーマ： TW22=ワイズﾞ百周年 / YIA=ﾕｰｽ活動 強調の月 

」 

） 

今月の聖句 

「主人は言った。『よくやった。良い忠実

な僕だ。お前は僅かな物に忠実だったか

ら、多くのものを任せよう。主人の祝宴に

入りなさい。』 

マタイ福音書２５章２１節（２３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！」 

 

 会場：所沢 YMCA 2 階 208 号室 

Zoom ミーティングに参加する 

https://us02web.zoom.us/j/824177563

46?pwd=MzV4a1lWRTVCblpDYjhRc0hDT2tv

Zz09 

ミーティング ID: 824 1775 6346 パス

コード: 553553 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%90%E9%95%B7%E3%81%AE%E9%99%90%E7%95%8C
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/82417756346?pwd%3DMzV4a1lWRTVCblpDYjhRc0hDT2tvZz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw1N5wUfAPB4HR5hOa69SckK
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/82417756346?pwd%3DMzV4a1lWRTVCblpDYjhRc0hDT2tvZz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw1N5wUfAPB4HR5hOa69SckK
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/82417756346?pwd%3DMzV4a1lWRTVCblpDYjhRc0hDT2tvZz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw1N5wUfAPB4HR5hOa69SckK


 

この世代が、安定した生活を得られるかどうかは、私

たちの社会にとって、今後大きなポイントの 1 つと言え

ます。私自身、この世代生まれの 1 人として、どなたも

安心して暮らせる社会が作られるように微力ながら頑張

る所存です。 

ワイズ報告          東 裕二 

・１１月の例会は１１月３日（木）に開催する埼玉

YMCA チャリティーランを例会として扱います。 

 チームラン、個人種目もありますので参加してみんな

で楽しみましょう。 

11/3（祝・木）会場：所沢航空公園野外ステージ   

9：20 受付開始 10：00 開会式 

 

9 月例会報告         大澤 和子 

若者よ来たれ！新しき村へ 

日時 9月 10 日（土）14:20～ 20:00 

場所 毛呂山町 新しき村見学・毛呂教会 

参加 大澤・岡部・小関・上山・金本・小林・小島・澁谷

夫妻・東・宮地（敬称略 11 名） 

新しき村理事の小島真樹氏の案内によって、新しき村

を案内していただいた。65 人もの村民が今は 6名になっ

てしまった。シイタケや卵などを販売していたが、現在

の村の主力産業はソーラーパネルによる電気の販売にな

った。しかし電力会社の買い上げ価格の値下げによって、 

村は存亡の危機に陥っている。 

豊かな自然の中にある新しき村は別天地で、孟宗竹や

真竹の竹林に威風堂々たる桜の大木。有機栽培の田んぼ

には 6 月になると蛍が飛び交うという。「今年は柿の当た

り年です。」という小島氏の説明で、ふと見上げると、も

うすぐ食べごろの柿が枝もたわわに実っていた。 

白樺派のリーダー的存在であった武者小路実篤氏のこ

とを知る若者は少なくなってしまった。独特の味わいの

ある絵と書が飾られた美術館の入館者は、私たちワイズ

メンズクラブのメンバーの他には老夫婦が一組。 

この文化財産を残すにはどうしたらいいのだろうと、

澁谷牧師の牧会する毛呂教会で夕食をいただいた後に話 

し合った。 

「残りの命を村の存続と発展に尽くしたい。」と力強く語

った 80歳の小島氏の言葉が耳に残った。 

「6 人の村民を助けて、この偉大な文化遺産と新しき村

のスピリットを引き継ぐ若者よ、来たれ！」と声を大に

して叫びたい。 

 

ＹＭＣＡ報告         太田 昌孝 

夏休みも終わり、通年クラスなど再開しております。

夏を過ぎて日が落ちるのも早くなってきており、季節が

変わってきていることを覚えています。 

秋の YMCAプログラムは特別なプログラムが満載で、キ

ッズアカデミーのスポーツデイ、水泳大会の横浜 YMCA

ジュニア＆マスターズ、埼玉 YMCAチャリティーランな

どがあります。皆様にご協力いただく部分も多々ござい

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

また、２０２３年３月には埼玉 YMCA創立５０周年を迎

えます。そこに向けての動きが今後出てきますので、皆

様にもシェアしていきたいと思います。 

 

今後の行事予定          東 裕二         

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） 

11/03（木）10：00 埼玉 YMCA チャリティーラン＆例会  

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     

 

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 

 

9 月例会 

所沢クラブ会員 9名 ゲスト２人  計１1名 


