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川越ワイズメンズクラブ会報 

Ｎｏ．17－10         ４月号     発行 2016 年４月 1７日       Chartered  1998 

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」 

 
 

4 月 

「人はみな草の花のようだ。草はしおれ、花は散

る。しかし、主のことばは、とこしえに変わるこ

とがない。」（ペテロの手紙 第一 1 章 24－25 節） 

“All men are like grass, and all their glory is like 

the flowers of the field; the grass withers and the 

flowers fall, but the word of Lord stands forever.” 

(1 Peter 1:24/25) 

 

２０１６年３月の統計（３月２８日） 

在籍１１名 出席者 ８名（うちメイキャッ

プ２名） 出席率７３％ 

 

４月例会のお知らせ 

４月 29日（金・祝日）午後１:３０－４：００ 

場所：日本バプテスト浦和教会 

埼玉 YMCA 総主事就退任式への参加をもって例会と

します。 

 

ご存知のとおり、4月 1日、14年振りに、総主事が
桑原道子さんから小谷全人さんにバトンタッチされ
ました。その就退任を覚える式典ですので、できるだ
け多くの方がこの式に出席されて、退任される桑原さ
んに労いの言葉をかけていただき、新任の小谷さんに
は、励ましを与えて下さいますようお願いいたします。 
 

YMCAとの関係を重要視する川越クラブですので、多
くの皆さんのこの式典への出席をお願いいたします。 
大変恐縮ですが、私は、この日程が決まる前から、 ア
メリカでの仕事が決まっていたことから、やむを得ず
欠席となりますことをお詫びいたします。 

吉野 勝三郎 

 

３月例会報告 

 
3月 26日（土）午後４：００－６：００に埼玉 YMCA

川越センターで川越ワイズ例会を開催しました。 

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

しました。利根川さんと吉田さんがいばらきクラブの

周年会に出た後、私達の食事会までには川越に戻られ

合流しました。 

 

茨城ワイズメンズクラブ 10 周年記念例会に参

加して 

                   吉田公代 

 3 月 26 日（土）つくばに向けて、利根川次期理事と

私は、川越を 11 時に出発しました。川越から３回ほ

ど乗り換えて車中から筑波山をみながら、モダンなつ

くば駅に到着しました。茨城ＹＭＣＡ宮田総主事がつ

くば駅で、迎えてくださいました。 

 会場のつくば国際会議場の手前に茨城ＹＭＣＡと

大きな看板が見えてきて、立地条件がよい、（幹線道

路沿い、敷地面積が広い）茨城ＹＭＣＡの建物が、覗

えました。広い建物では、いろいろなことが出来て、

楽しそうな感じを受けました。うらやましい限りです。 

 会場には、総勢 31 名が集い、記念例会が開会点鐘

により静かに始まりました。記念礼拝は日本キリスト

教団水海道教会加藤久幸牧師の「主の招く声が」を拝

聴いたしました。他人の為に、なにかをやることが多

いと気が付き横浜ＹＭＣＡ退職後、神学校に入学し、
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牧師の道を歩んできているとのことです。ＹＭＣＡ、

ワイズメンズの面々は、あなたらしさを失わないで、

夢を捨てないで、活動をしていくことが大切と、その

言葉が、印象に残りました。 

 利根川次期理事と金子和雄つくば市議会議員の祝

辞があり、懇親会の前にＹＭＣＡツアーがありました

ので、見学に行きました。元はカラオケＢＯＸだった

建物を改装して、大きな教室は児童保育所として、使

用していました。今後、改装を行っていくと説明があ

りました。 

 懇親会は、美味しい食事と地元のワインがふるまわ

れ、楽しく歓談を致しました。レス＆ギルによるコン

サートでは懐かしい名曲を歌ってくださいました。抽

選会も、盛り上がりました。江東メンバーのおかげで、

お土産を頂きました。 

 

 

テーブルでは東京グリーンの布上、柿沼ワイズ、千葉クラブの

青木ご夫妻とご一緒 

 

 茨城クラブ 10 周年記念例会に参加して、ＹＭＣＡ

とワイズメンズクラブとの関わりあい、共存していく

為に、何を必要とするか？何が出来るのか？今一度原

点に返って考え、少しでも行動してゆくことが、大事

だと思いました。いろいろと、楽しく、有意義なひと

ときでした。 

 川越ワイズメンズクラブの面々、自社物件を持つま

で、がんばろう～。 

 

 

片山会長によるメンバー紹介 

 

（仮）石巻広域ワイズメンズクラブ設立総会に

参加して 

利根川恵子 

去る 4 月 2 日（土）に、（仮）石巻広域ワイズメン

ズクラブの設立総会が、石巻グランドホテルを会場に

開催されました。（仮）石巻広域ワイズメンズクラブ

は、2014 年 8 月から交流会という名目で 5 回ほど会

合を持ち、2015 年 2 月からは設立準備委員会を開催

し、11 月から準備例会を重ねていました。そして 4

月 2 日に総会の運びとなりました。ここまで導いてこ

られた、設立準備委員会委員長の清水弘一ワイズほか、

スポンサークラブのみなさまのご苦労を思うと、頭が

下がります。 

総会はスムースにクラブ会則、予算、活動方針、役

員が承認され、チャーターメンバーの署名等国際本部

に申請する必要書類が整えられて、予定通りに進行し

ました。 

東日本区61番目のクラブとして産声を上げる（仮）

石巻広域ワイズメンズクラブは、東日本大震災の被災

地に誕生するということだけでも大きな意義があり

ますが、チャーターメンバーとして会員になることを

表明している方々の多くが被災者であるということ

を伺い、設立にさらなる感慨を覚えました。祝会の始

めにお琴の演奏をしてくださった、西村富子さんもそ

のお一人で、かろうじて残った唯一の着物を着て、舞

台に立っていらしたそうです。 

当日は、北海道から山梨、静岡に至るまでの、東日

本区の 15 クラブから多くのワイズがお祝いに駆け付

け、新しいクラブの誕生を祝いました。最終的にクラ

ブとして認められるのは国際本部からチャーター（加

盟認証状）が授与されたときですが、それは 5 月 28

日（土）に、同じく石巻グランドホテルで開催される

予定です。 

新しいクラブの誕生を喜ぶとともに、次に予定され

ている（仮）東京多摩センタークラブの設立総会、チ

ャーターが順調に進むことを祈りたいと思います。そ

してさらなるクラブの拡大を目指して、次期には全力

投球をする覚悟です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 YMCA報告 

3月 24 日 聖書を学ぶ会 

3 月 20 日～21 日 クローバー＆グリーン春の宿泊

キャンプ（＠東山荘） 

3 月 28 日～4 月 7 日 クローバークラブ川越 春

の特別プログラム 

4 月 1日 早天祈祷会（＠浦和センター） 

4 月 7 日  新年度礼拝（＠所沢センター） 

4 月 8 日 通常クラス開講 

 

＜今後の予定＞ 

4 月 21日 聖書を学ぶ会 

4 月 29日（昭和の日） 埼玉ＹＭＣＡ総主事就退任式

（＠日本バプテスト浦和キリスト教会） 

２００２年から１４年間に亘り第５代埼玉ＹＭＣＡ総主事

を務めました桒原道子総主事が退任し、新たに小谷全

人総主事が就任しました。就退任式は下記のとおりです。

ぜひ、皆様ご参加ください。（託児あり） 

１３：３０～１６：００（１３：００受付開始） 

     礼  拝 １３：３０～１４：３０ 

     就退任式 １４：３０～１４：４５ 

     茶 話 会  １５：００～１６：００ 

 【申込】 office@saitamaymca.org   

埼玉ＹＭＣＡ本部事務局（統括 太田聡）まで 

 

＜働くお母さんのための Kids 英会話クラス新規開講＞ 

川越センターでは、働くお母さん方の要望にお応えし、

４月に Kids 英会話クラスを新規開講しました。普段働い

ているとなかなか習い事に行かせることが難しい、兄

弟で送迎の負担をなくしたい等の理由から開始曜日、

時間等の検討を重ね、同時刻で 2 クラス開講しました。

ご興味のある方がいらっしゃいましたら、ぜひご紹介く

ださい。 

曜日/時間 ： 金曜日 18 時～19 時 幼児クラス

（8500 円）、小学生クラス（9500円） 

＊兄弟割引 10％OFF 

 

＜2016年度もよろしくお願いいたします＞ 

2016 年 4 月 1 日付で埼玉 YMCA に 2 名入職いたしま

した。山岡結（浦和センター勤務）、布目連（所沢センター

勤務）はいずれもフレッシュな女性です。今後、何かの機

会にご紹介させていただきます。 

川越センターにつきましては、河合今日子がセンター

長、川越ワイズメンズクラブ連絡主事となりました。久篠

祐介と共にこれからも笑顔で皆様をお迎えいたします。

今年度も川越ワイズメンズクラブの皆様をはじめ、地域

の方々と協働しながらより一層パワフルなセンターにし

ていきたいと思います。どうか今年度も変わらぬご支援、

ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

－吉野会長から－ 

[今まで、埼玉クラブと川越クラブ両方の連絡主事を

務めていただいた、太田聡主事に深く感謝します。今

度、連絡主事となられた河合今日子さんは、元々川越

センターで学生時代にボランティア・リーダーだった

ことから、川越クラブとしては、大変馴染みのある方

が担当されるということで、大歓迎です。ワイズとＹ

ＭＣＡの協働関係がますます深まること間違いなし

です。よろしく。] 

 

 
＝＝＝＝ 編集後記 ＝＝＝＝＝ 

 

～ 川越 こんなところ～「笹原門樋」 

川越といえば「蔵の町」「小江戸」として有名です

が、明治期以降に建設された埼玉りそな銀行、川越キ

リスト教会など洋風煉瓦建築も残っているところが、

商業で栄えていた街の歴史を感じます。 

今回は煉瓦造りの笹原門樋を紹介します。国道 16

号線古谷上の交差点から川越運動公園方向に約 1キロ

北上すると左側にレンガ造りの小さな塔が見えます。

隠れているとしか言いようがないところにあります。 

旧荒川の右岸堤防に設けられた制水施設で、灌漑用

水の取水や増水時の逆流を防ぐ水門の機能を果たし

ていたようです。煉瓦はイギリス積みです。今はかな

り汚れた水が流れていますが近代化遺産には変わり

ありません。 

樋門マニアの方、煉瓦造に興味がある方川越観光名

所をほとんど見てしまった方訪ねてみて下さい。 

 

Ｃ．Ｍ 

 

 
川越の笹原門樋 
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