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12 月（クリスマス）例会プログラム 

日時 2022 年 12 月 10 日（土） 18：00 

              司会 小関メン 

1．開会点鍾        東 会長 

2．ワイズソング 

3．ワイズの信条 

4．聖書・祈り 

5．クリスマス祝会・黒田さん退院祝い 

会費 500円 

 差し入れ歓迎です 

みんなで祝いましょう 

  6．YMCA 報告       太田連絡主事 

  7．ワイズ報告       東 会長 

  8．誕生・結婚記念 

  9．閉会点鍾        東 会長 

 

会場  ふらっとＪＯＹ（大澤家） 

     狭山市水野 434-14 

     お車の方はご連絡ください 

      090-4835-0233 大澤 

12/6までに参加・不参加のお返事ください           

 

 

 

 

 

 

医療ケア児について       上山 武夫 

2021 年 9 月、「医療的ケア児及びその家族に対する支

援に関する法律」（以下、医療的ケア児支援法）が施行

されました。痰の吸引や経管栄養などの医療的ケアが

日常的に必要な「医療的ケア児」は、新生児医療の進

歩などを背景に増加傾向にあり、現在全国に約 2万人

いると推計されています。こうした子どもを受け入れ

る施設は不足し、結果として保護者が 24時間ケアを担

うことになり、その負担は大変です。 

私が相談を受けているご両親は本当に必死で頑張って

います（吸引があるのでヘルパーさんが夜勤で入って

います。日中も訪問看護、訪問介護、訪問入浴事業所

が入っている） 

そこで、医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、

医療的ケア児の家族の負担を軽減して家族の離職を防

止する目的でつくられたのが、「医療的ケア児支援法」

です。この法律により、これまで改正児童福祉法で各

省庁および地方自治体の「努力義務」とされてきた医

療的ケア児への支援が「責務」になりました。 

この法律が真のインクルーシブ教育の実現に向かえば

と思っています。学校は学問だけでなく、社会や人間

関係を学ぶところだと思います。医療的ケア児も優し

くされ保護されるのも必要ですが、同級生と接してさ

まざまな経験をする。そして同級生たちも自然に包含

性や多様性を学ぶ。そのことが双方にとって大きな学

びがあると思います。その事がインクルーシブ教育の

目指すところだと思うので医療的ケア児支援法が施行

されました。地域の学校への入学を希望する医療的ケ

ア児が増えてくると思いますが、医療的ケア児支援法

が施行されてから１年たちますが、まだまだ歩みが遅
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「いと高き所に栄光、神にあれ 

地には平和、御心に適う人にあれ」 
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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！」 

 



いです。先日、医療ケア児コーディネーターとして所

沢市こどもと福祉の未来館の研修に参加しました。所

沢市の保育園で１人医療ケア児の受け入れを始めたそ

うです。看護師さんが 2人常駐し支援を始めたが、受

け入れているのはまだその保育所だけである。そして

利用者の母親は車で 30分かけて送り迎えしているそ

うです。(近くの保育園では受け入れは出来ないた

め） 

尚且つ所沢で受け入れ始めたのは医療ケア児ですが、

私が支援している重症心身障害児ではありませんでし

た。 

それでも近隣では所沢市が初めて行ったことは評価で

きます。このことがこの地域のインクルーシブ教育実

現の第１歩だと思います。 

 

11 月例会報告          大澤 和子 

チャリティーラン～人生は回り道～ 

参加：大澤・太田陽介・太田真帆・小関・上山・小林

恵子・小林茂和・小林勉・澁谷弘祐・澁谷実季・東・

宮地・すみれ君（1３人） 

11月 3日、秋晴れに恵まれた絶好のチャリティーラン

日和でした。所沢クラブは高齢化で足が痛い、腰が痛

いと故障者ばかり。東会長、小関副会長、澁谷弘祐メ

ンのチームランナーは集まったもののあと二人はなか 

 

なか決まらず…。結局全員そろったのは、大会二日前

の深夜でした。俊足の兄妹、太田陽介さん 25歳とその

妹の真帆さん 23歳。これは入賞が期待できると！とこ

ろが、コースを間違えちゃいました…。心配をよそに

帰ってきた陽介さん「たくさん走りました！」と、す

がすがしい笑顔。疲れたとか、案内人がいなかったこ

との非難などとは無縁のポジティブな性格。 

「これが人生。人生は回り道。いい勉強をしたね。」 

個人ランには、小林夫妻と、宮地さん、大沢が参加し

ました。45分間で 3周歩きました。散歩気分でのんび

りよもやま話をしがらの楽しいひと時でした。 

上山さんと澁谷メネットと八か月のすみれ君が応援に

駆けつけてくれました。小林勉さんは、裏方で、選手

の安全見守り係をしてく

れました。ありがとうござ

いました。 

コロナ禍のために 3年ブラ

ンクでいつもより規模を

縮小しての大会でしたが

チ ャ リ テ ィ ー と し て

833,322 円も集まりまし

た。YMCAの特別支援教室の

ために使われます。生きにくさを抱えた子供たちが、

少しでも生きやすい世の中になるようにと祈りつつ。 

 

ワイズ報告            東 裕二 

・東日本区では「100日キャンペーン」を 12月まで

行ってい

ます。

YMCA関

係者、友

人知人を

例会やイ

ベントに

お誘いし

ようとい

う企画で

す。所沢クラブでは 10月の例会は板垣さん、11月の

例会（チャリティーラン）には若者の太田さん兄妹を

お誘いして、楽しい時間を過ごしました。 

 

ＹＭＣＡ報告          太田 昌孝 

昼間の暖かさと日が落ちてからの寒さが身に沁みます

が、皆様いかがお過ごしでしょうか。キッズアカデミ

ーの子どもたちも生誕劇の練習が始まっており、クリ 

スマスが近づいてきております。埼玉 YMCAのクリス

マス礼拝に関しては、今年もリアルで行うことが困難

なため、一人ひとりが個々の家族で祝うこととなりま

した。 

今年度の冬プログラムも順調に募集が進んでおり、キ

ャンプ、語学、健康プログラムにおいて、定員に達し

ているプログラムが多々あります。寒さに負けず、感



染対策を行ないながら、参加するすべての人々が有意

義に過ごせるように努力していきたいと思います。 

 

今後の行事予定                

12/01(木)    ブリテン発行（一面：上山） 

12/10(土)18：00 12月例会（クリスマス例会） 

例会報告：金本 

01/01(日)    ブリテン発行（一面：黒田） 

01/21(土)18：00 １月例会（新年会）例会報告：上山 

02/01(水)    ブリテン発行（一面：小林恵子） 

 

 

 

 

 

「12 月の準備例会」報告      東 裕二      

日時  11月 21日（月） 

zoomミーティングの形で行われました。 

参加者：東会長・大澤和子・小林恵子・宮地輝子 

①内容 ：・12 月例会について決める。 

       今まで YMCAの祝会にジョイントして 

 いたが、今年は YMCA祝会をやらない 

  ことになったので、12月例会を所沢ク 

  ラブはどのようにするか決める。 

・1 月以降の例会について、決める。 

まだ、1月以降については決まっていな

いので決めたい。 

②決定内容 

 12 月例会 

  日時：12月 10日（土）18：00～ 

  内容：クリスマス例会とする。 

黒田さんの退院祝いを兼ねて行う。 

澁谷弘祐牧師さんにクリスマスメッセー

ジをしていただきます。10分～15分程度 

会場：ふらっと JOY （大澤邸）  

    狭山市水野 434-14 

      090-4835-0233 

会費：500円                   

    差し入れ歓迎です。 

    飲み物、つまみ程度を買い物する。 

ゲームレクレーション担当は小関さんにお願い 

します。納涼例会のように、何かレクレーショ

ンをお願いします。 

1 月例会 

  令和 5年 1月 21日（土）18：00～ ※第 3週 

  新年会の形で行う。 

担当は所沢グループ 

（小野塚・黒田・須田・小林勉・林） 

２月例会 

＊変更があるため後日お知らせ 

３月例会 

＊変更があるため後日お知らせ 

４月か５月の例会 

 大泉グループが担当 

 大泉周辺で散策 

名児耶剛さんの卓話の後で     宮地輝子   

名児耶さんは２度の大手術の後、後遺症として短期

記憶障害があるとの赤裸々な体験談をお話されました。

手術や後遺症の様子は初めて知り得ることばかりでし

た。現在は職場復帰され、又、１０月の例会報告で小

関先生の帰り際、外でお見送りの際、『バイクで颯爽と

お帰りになられ・・』の一文に、ご回復とご活躍すば

らしいと感動しました。 

例会で名児耶さんのお話を聞いた後、偶然にもバス

研修で富士ハーネスに行きました。盲導犬についての

お話を上山さんもまとめてくださっていたので、富士

ハーネスで見ること聞くこと、名児耶さんの盲導犬の

お話がするすると頭に心に入ってきました。美しい富

士山とともに、盲導犬のトレーニングルーム、諸訓練

施設を見て、『ハーネス』の意味も知らなかった私は名

児耶さんの卓話のお蔭で多くの知識の宝をいただきま

した。 

『何かお手伝いする事はないですか』声掛けします‼ 

埼玉 YM CA 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 

 

11 月例会 

所沢クラブ会員 9 名 メネット 1 名 ゲスト３人  

計１3名 


