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2 月例会プログラム 

日時 2023 年 2 月 18 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．ユース報告 

「全国リーダー研修会報告」 

報告者：福田真美子 

｢東日本ユースリーダーズフォーラム報告」 

報告者：新井隼斗 

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 

Zoom ミーティングに参加する 

https://us02web.zoom.us/j/81350686120?pwd  

=bTFHTlZqVGtPYzlCbVpHNGV3MHFiUT09 
 

ミーティング ID: 813 5068 6120 

パスコード: 559224 

 

 

ミーティング ID: 813 5068 6120 

 

 

 

桜色の風が吹く         小林 恵子 
銀座 4 丁目交差点を一本道を入ったところに銀座シ

ネスイッチという映画館があります。 

今回どうしても見たい映画があったので、仕事が休みの

日に銀座まででかけていきました。 

映画のタイトルは、桜色の風が吹くという福島令子さん

の著書(さとし わかるか)という原作の実写版です。 

9 歳で両目の視力を失い 18 歳で聴力も失ってしまった

青年の母親が綴った子育て闘病記です。 

元気でこの世に生を受けた我が子が徐々に病気で視力を

失ってゆく。病院に赤ん坊の息子を連れて治療に通う

日々、医者から告げられる心ない言葉、数え切れないほ

どの手術、熱血教師の夫や、たくましく優しい二人の兄

弟に支えられて、いろいろな困難を母親とともに乗り越

えてゆく、しかし 18 歳になったときに聴力まで失って

しまう。 

福島智さんは、全盲ろうの状態をテレビのスイッチを切

った状態と表しています。聞こえない見えないことは、

外からの情報が一切遮断されることです。どんなに怖く

不安な事でしょう。想像することさえできません。 

絶望のなかにありながら。母は息子とのコミニケーショ

ンの手段として、指点字という手法を試みました。その

ことによって遮断されていた外界との繋がりが可能にな

ったのです。 

現在も福島令子さんが考案した指点字は全盲ろうの方々

の無くてはならない伝達手段となっているそうです。 

 

18 歳で視力聴力を失って生きる意味はあるのか？ 

生きていることに意味があるのなら、このしんどさにも

意味があると思うことにしようとおっしゃっています。 

この青年は後に全盲ろう者として日本で始めての東京大

学先端科学技術センター教授になられた方です。 

福島智さんは想像を絶する過酷な運命に 翻弄されなが

らも生きる意味を探し続け、様々なテクノロジーを駆使

して、コミニケーションの和を広げてこられました。 

 福島令子さんは、著書の中で、どんなときも明るい発

想ができたらいい、その方がまわりも元気になり、希望

が持てる。幸いなことに智は全てのことを肯定的に捉

今月の聖句 
「宝は、天に積みなさい。」 
マタイによる福音書 6 章 20 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 ウルリック・ラウリドセン ‘Let Your Light Shine’「輝かそう、あなたの光を」 

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！」 

 

2 月 2023 年 通巻 398 号   

今月のテーマ：(TOF / UGP / HTW 強調の月) 

ワイズ発展のための寄付による基金)」「JEF （Japan East Y’s Men’s Fund）」  1nternational Brother Clubs）:国際兄

弟クラブの締結推進」 

国際 

 C 

） 

https://us02web.zoom.us/j/81350686120?pwd%20%20=bTFHTlZqVGtPYzlCbVpHNGV3MHFiUT09
https://us02web.zoom.us/j/81350686120?pwd%20%20=bTFHTlZqVGtPYzlCbVpHNGV3MHFiUT09


え、善意に解釈できる人間に育ってくれた。と言ってお

られます。 

些細なことでくよくよする私ですが、どんな逆境の中に

あっても、恐れ迷いながらでも明るく生きていかれたら

と、力をいただきました。 

1 月例会報告           上山 武夫 

1 月 21 日（土）の定例会は 18：00から、オンラインで開

かれました。担当は所沢グループで新年会の定例会なの

で、昨年の振り返りと今年の抱負を語ることになりまし

た。 

新年会の前に東会長から、連絡事項がありました。 

①例会等の連絡 

・１月の例会報告は上山さん・一面記事は小林(恵)さん 

・例会等の連絡を送っているがメールが戻ってこない方

がいる。 

・メールが届かないのか見ていないのか、原因を確認し

て連絡をとる方法を考えたい。 

②次年度の役員を決め、今月末に本部に報告する 

新体制・・・話し合いで、次年度役員を決める 

会長 澁谷牧師  副会長 小関京子 小林勉 

会計  金本伸二郎、 書記  宮地輝子 

※関東東部会員増強主査  大澤和子 

③例会予定 

2月 18日(土) ユース報告 お礼のクッキー用意する 

3 月 21 日(火)50 周年に所沢クラブとして参加する事

を例会とする 

4月は    ウオーキングをかねての花見(狭山グル 

   ープ計画) 

以上、連絡や打ち合わせの後、 

④昨年の振り返りと新年の抱負を語りました。（用意した

ご馳走をそれぞれ、いただきながら） 

昨年の振り返り 

 ・病気になり大きな手術を受けた。右の聴力が落ちた 

 ・1 年のうち 340 日スイミングプールに通った。毎日

ウオーキングをした 

 ・犬が亡くなりストレスがたまりリュウマチがひどく

なった 

 ・産休がとれて育児に専念できた 

 ・去年は死ぬほど忙しかった 

新年の抱負 

 ・育休が終わり子育と仕事に大変だが頑張りたい 

 ・もっと勉強して頑張りたい 

・健康に過ごせるよう心がけたい(一番多い抱負であ

った) 

 ・JOY STUDY で、地域や学校の居場所のない子のため

にコロナに注意しながら乗り切りたい 

 ・去年は痛みがあったり」姉に頼ったりでしたが、今

年は少し積極的にいきたい 

 ・入会して、まだ１年だが、去年は、後押しされてやっ

てきたが、今年は少し積極的にやっていきたい 

⑤その他   入会したいという方（所沢の 50代の女性） 

がいる。面会を予定している。出来れば 2 月の例会

に来てもらいたい 

次年度の役員も決め、今年の抱負を語り、和やかなオン

ライン新年例会でした。   閉会  20：00 

ＹＭＣＡ報告          大田 昌孝 

大寒を過ぎ寒さも一段と厳しくなりましたが、皆様いか

がお過ごしでしょうか。 

年度末を迎えるにあたり、所沢センターでもいろいろな

動きがあります。4月の新年度に向けた継続期間、春休

みプログラム、2 月所沢センターで行われます、水泳交

歓会（2月 11日開催）。水泳交歓会は 3 年ぶりとなる

開催になり、近隣 YMCA の子ども達との交流の場となり

ます。参加した子ども達が笑顔になれるような交歓会に

していきたいと思います。 

職員一同健康には気を付けていきたいと思いますが、皆

様におかれましても、どうかお体にご自愛いただければ

と存じます。 

ワイズ報告                    東 裕二 

・所沢クラブ次期役員 

会長：澁谷さん、副会長：小関さん、小林勉さん、書

記：宮地さん、会計：金本さん（調整中） 

・後期会費（18000 円）の支払いをお願いします。 

 ◎郵便局からの送金の場合は 

送付先 ゆうちょ銀行 

記 号 10360 番 号 68683481 
口座名 トコロザワワイズメンズクラブ 

◎ゆうちょ銀行以外からのお振込の場合は 

店 番 038 

種別普通  番 号 6868348 
口座名トコロザワワイズメンズクラブ 

＊所沢クラブ会計の金本さん又は東に連絡してください。 

今後の行事予定          東 裕二       

02/01(水)    ブリテン発行（一面：小林恵子） 

02/18(土) 18：00 ２月例会（ユース報告予定） 

例会報告：黒田 

03/01(水)    ブリテン発行（一面：小林茂和） 

03/21(火) 埼玉 YMCA50 周年記念式典（３月例会として

割り当て）例会報告：小林恵子 

04/01(土)    ブリテン発行(一面：小林勉） 

04/08(土) 18：00 ４月例会 例会報告：小林茂和 

05/01(月)    ブリテン発行(一面：須田聖子) 

05/13(土）18：00 ５月例会 例会報告：小林勉 

 

1月例会 

所沢クラブ会員 9名 メネット 1名 コメット 1名  

計１1名 


