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川越ワイズメンズクラブ会報 
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会長    吉野 勝三郎      クラブ会長主題   「東日本区大会主催をクラブの躍進に活かそう」 

副会長   林  京二      国際会長主題   「Mission with Faith 信念のあるミッション」 

松川 厚子   アジア会長主題  「Through Love, Serve 愛をもって奉仕しよう」 

会計   吉田 公代   東日本区理事主題 「Stand at the origin and take a step for the future   

書記   森下 千恵子            原点に立って、未来へステップ」 

             関東東部部長主題  「チェンジ」 

 
 

3 月 

『主があなたを祝福し、あなたを守られますよう

に。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれ

ますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに

平安を与えられますように。』（民数記 6 章 24－26

節） 

“The Lord bless you and keep you; the Lord 

make his face shine upon you and be gracious to 

you; the Lord turn his face toward you and give 

you peace.” (Numbers 6:24/25/26) 

 

 

２０１６年１月の統計（２月２７日） 

在籍１１名 出席者 ８名（うちメイキャッ

プ１名） 出席率７３％ 

 

 

３月例会のお知らせ 

3月 26日（土）午後４：００－６：００に埼玉 YMCA

川越センターで開催しますので、お集まり下さい。 

いばらきクラブの 10 周年記念に参加する案もあり

ましたが、川越センターで活動してきたボランティ

ア・リーダーが当日の送別会に参加してくれることに

なりましたので、川越センターで開催することにしま

した。例会後、現役のリーダーも交えて、送別の食事

会を持ちますので、そちらにもぜひ参加願います。食

事会の場所と予算は、当日お知らせします。いばらき

クラブの周年会には、利根川恵子さんが出席され、私

達の食事会までには川越に戻られる予定です。 

 

なお、当日は、所沢クラブの主催で、「狭山丘陵ウォ

ーク ～トトロの森でお花見しましょう～」が午前

10：00－12：00に開催されます。こちらに参加後に川

越クラブの例会に参加する

ことが可能ですので、ぜひ

こちらにも参加してくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

２月例会報告 
 松川 厚子 

2 月２７日(土)川越ＹＭＣＡセンターで２月定例会

が開かれました。吉野会長がアメリカ出張中のため代

理で松川厚子（副会長）が司会をいたしました。当日

は、利根川次期理事、山本さん、吉田さん、牛村さん

、山崎さん、河合さん、久篠さんが出席してくださり

、鎌田さんからも東日本区大会に川越市長が出てくだ

さるとの伝言を頂き、とても心強かったです。 

東日本区大会の出席者の確認、西日本区大会、国際

大会の紹介を行い、川越センター職員である久篠祐介

さんから自己紹介を兼ねた卓話を伺いました。 

神奈川県横浜市青葉区出身、3 人兄弟の次男で神奈

川大学付属高校から立教大学に進まれ、恩師の影響で

ＹＭＣＡに就職なさいました。現在は、特別支援のク

ローバークラブを受け持たれています。公共の場のル

ール，身辺自立，ババ抜き，輪飾り作り等いろいろな

カリキュラムの中で子供達に接してくださるようす

に、青年らしい素直さや積極性を感じ、とても好感が

持てました。 

 卓話の後、山崎さんから｢紅あか報告｣があり、１月

の例会で聞きそこなった２０１６年の抱負を皆様に
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伺いました。皆様来季に向かっての協力を力強くお話

ししてくださいました。有難うございます。よろしく

お願いいたします。 

 例会終了後，ささやかな久篠さん歓迎の宴を女子会

でやりました。最後まで御協力ありがとうございまし

た。 

 

2015－2016年度 次期クラブ会長・部役員研修会 

吉野 勝三郎 

3 月 5 日（土）・6 日（日）に日本 YMCA 同盟東山荘

で開催された研修会に全日程参加しましたので、その

概要をお知らせします。 

何と言っても、「これからのワイズ、YMCA にとって

のワイズ」と題した、元アジア太平洋地域 YMCA 同盟

総主事 山田公平氏の基調講演が印象的でした。ワイ

ズメンズクラブの原点である YMCA を支援することな

しにワイズの将来はないこと。残念ながら、国によっ

ては、ワイズと YMCA の関係が希薄になっている現状

を憂いていました。この点について、私は近年 YMCA

との関係を深めることを常に念頭に置いてきました

ので、わが意を得たりといった気持ちでした。東日本

区のクラブの中には、身近に支援する YMCA がなく、

長年にわたって遠隔地の YMCA を支援しているクラブ

がいくつかあります。私達の川越クラブは、身近に

YMCAがあり、その活動を目にすることができるのは恵

まれていると言えるでしょう。3 月の例会を、川越セ

ンターのボラティア・リーダーを意識した例会にした

のも理解していただけると思います。 

この研修会は、2016－2017年度の東日本区の理事に

就任する利根川恵子メンの理事方針の発表の場でも

ありました。 

次期クラブ会長・部役員研修会参加者の集合写真 

 

 

主題 「明日に向かって、今日動こう」 “For the Future, 

Act Today!”  

スローガン：「手を取り合って、今、行動を！」 “Together, 

Let’s Roll Now.”  

の必要性を訴えて、会員 1,000名を目指す決意を述べ

られました。なお、次年度の国際会長、アジア地域会

長の主題とスローガンは次の通りです。 

国際会長 Joan Wilson （カナダ） 

主題   “ Our Future Begins Today.” 

         「私たちの未来は、今日より始まる」 

スローガン  “Together We Can Do So Much More.” 

        「手を取り合えば、もっと多くのことができる」 

アジア地域会長 Tung Ming Hsiao （台湾） 

  主題 “Respect Y’s Movement” 

       「ワイズ運動を尊重しよう」 

 スローガン “Solidify Y’ Men Family for Better World”   

  「よりよい世界のために、ワイズメン・ファミリーの

絆を強めよう」 

 

 

川越クラブからは、利根川恵子次期東日本区理事、

山本剛史郎次期東日本区書記、吉田公代次期東日本区

会計、吉野勝三郎次期川越クラブ会長・次期東日本区

理事事務局長の 4名が全日程参加し、山本メンは、「私

が手となり、足となり」と題して日曜礼拝の奨励を務

められました。全部で 120名ほどの参加でした。 

 

 
  

 

 

 YMCA報告 

先月の例会で、久篠より放課後等デイサービスについ

てお話をさせていただきました。このプログラムに 11月か

ら指導員として参加し、2月末で就職に伴い YMCAを離

れることになったリーダーからメールが届きました。本人

の許可を得ましたので、皆様にご報告いたします。 

 

＜以下、リーダーより＞ 

 

  11月からYMCAで子どもたちと関わるようになり、4か

月という短い期間でしたが、自分の価値観が大きく変わり

ました。 

正直に言うと、最初は教員を目指していく過程で子ども

と関わる練習になればと思っていました。しかし、いざ子

どもたちと関わるようになると、教わることが多く、元気も

たくさんもらい、学校の教員よりももっと子どもと深く関わ

る仕事に就きたいという思いに気付きました。 

河合さんや久篠さんをはじめ、他の先生方が、子ども

たちの幸せな将来のために、と自分たちも楽しみつつ一

生懸命に関わる姿を間近で見てYMCAにとても魅力を感

じていました。 

しかしその一方で、小学生から高校生までを対象とす

る放課後等デイサービスでは支援しきれない、就職支援

や、就職後の支援に問題意識を持つようになっていきま

した。そういう理由で今回、就労支援も行う LITALICOで

子どもたちの支援をしていこうという決断をしました。

YMCAでの経験を生かして、新しい職場でも頑張ってい

きます。YMCAを一度卒業しますが、近い業種ですし、今



後も何かしらの形で関わり続けることができればと思って

います。 

 本当にお世話になりました。またお会いできることを楽

しみにしています。 

 

 ＜二人のリーダーが卒業します＞ 

今年は、川越センターから田丸琴美（まるこリーダー）と

住本 貴矢（ガンバリーダー）の2人が卒業します。すでに

ガンバリーダーは地元である三重県へ戻りました（4月か

ら警察官です）が、まるこリーダーは 3月の例会にてこれ

までのリーダー活動の思い出を語らせていただけるとの

こと、感謝しております。埼玉 YMCAのリーダーの数は、

以前に比べるとだいぶ少なくなりました。学業とアルバイ

トで多忙な学生が多いですが、子どもに寄り添いながら

共に成長したいと願う多くのリーダーたちのために、今後

ともご支援、ご協力をお願いいたします。 

 

 

≪YMCA 川越センター休館のお知らせ≫ 

2016 年度 3 月 26 日（土）～2016 年 4 月 7 日（木）

まで春休み期間となります。この期間中は、スタッフ

もクラス準備やプログラムで外出していることも多

いため、休館となっている場合があります。 

 

 

★埼玉ＹＭＣＡ創立４０周年記念募金★ 

～「募金感謝コンサート」～ 

埼玉ＹＭＣＡでは、創立４０周年記念募金を２年間に

亘り行ってきましたが、最終章として活動のご報告と

感謝を込めて「募金感謝コンサート」を行います。み

なさまぜひご参加ください。 

【 演奏 】柳瀬 洋さん（クラリネット演奏） 

【 日時 】３月２１日（祝月） １４：００～１５：３０ 

【 会場 】日本キリスト教団 埼玉新生教会（さいた

ま市中央区上落合７－９－１１／JR埼京線北与野

駅 徒歩１２分、JR さいたま新都心駅・大宮駅 徒

歩１５分） 
http://www.sinsei.org/ 

 

 
 

 
★埼玉ＹＭＣＡ総主事退任式、就任式のご案内★ 

 ２００２年から１４年間に亘り埼玉ＹＭＣＡ総主事を務め

ました桒原道子総主事が、３月末をもって退任し、新たに

小谷全人主事が就任します。ぜひこの歴史的な瞬間を一

緒に分かち合いませんか。 

【日時】４／２９（昭和の日・金）１３：００～１６：００（予定） 

【場所】日本バプテスト浦和キリスト教会（予定） 

    JR京浜東北線「北浦和駅」から徒歩 10分程 

【対象】ＹＭＣＡに連なるすべての方 
 

 

＝＝＝編集後記＝＝＝ 

日が長くなったとはいえ、先日は仕事で帰りが遅

くなり外にでるとあたりは真っ暗。車をソロリと走

らせ始めたところ、ヘッドライトの前をのそりのそ

りと歩くのは猫…？にしては足が短い。タヌキかア

ライグマか。 

翌日職場の同僚に聞いてみると、ここにはタヌキ

の巣があるらしい。つまり、タヌキの里なのだ。 

今の職場に異動してからはや一年近くになる。あ

まりの辺ぴさに少しがっかりし戸惑ったが、自然の

美しさに感激し、双眼鏡まで持っていくようになっ

た。カワセミを見るために。いまではタヌキ写真を

撮りたいと思い始めている。 

春らしからぬ話になってしまったけれど、もう少

し経つとここタヌキの里も桜が咲き最も美しい季

節を迎えます。 

 

 

Ｃ．Ｍ 

http://www.sinsei.org/

