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1２月例会プログラム 

日時 2016 年12月10日（土）１８：００ 

司会 大澤メン 

１ 開会点鐘 栗原会長 

２ ワイズソング 

３ ワイズの信条  

４ クリスマスメッセージ  

小倉和三郎牧師 賛美歌 聖句  

５ 聖書・食前の祈り 渋谷メン 

６ 会食（自己紹介） 

７ プルタブ報告 小山憲彦メン(東京サンライズ） 

8 東日本大震災&熊本地震のために  

9 YMCA 報告 太田館長  

10 ワイズ報告 栗原会長 

11 誕生・結婚記念  

12 にこにこ  

13 閉会点鐘 栗原会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  心がけている数字     小野塚 勝俊    

私が日々、心掛けている数字の１つに【100】

というものがあります。これは、『100 センチの

視点を大切に』という意味を持っています。 

100 センチとは、子ども達の目の高さ、車椅

子に乗っていらっしゃる方の目の高さ、そして、

杖を使われている方の目の高さです。社会の中

で弱い立場にいらっしゃる方々の目の高さです。  

44 歳で健康な日々を送らせて頂いている私に

とって、つい忘れてしまいかねない目の高さ、

だからこそ決して忘れてはならないと思ってい

ます。 

社会は、強い方はより強くなり、弱い方はよ

り弱くなってしまいがちです。しかし、今、強

い立場にいらっしゃる方も常に強くいられるわ

けではなく、いつ弱い立場になるか分かりませ

ん。弱い立場にいらっしゃる方は、自分自身の

ことでもあると思うのです。 

100 センチの視点は、誰もが幼い時、その目

の高さを経験しています。また、車椅子や杖の

頼りになれば、再び 100 センチの視点を経験し

ます。175 センチの身長の私ですが、しゃがん

だ時の目線が約 100 センチになります。私は、

この 100 センチの視点を大切にこれからも日々

生活してゆきたいと思います。 

 

 

 

12 月 2016 年度 通巻 340 号 EMC/E 

今月の聖句  

「人の歩む道は主の御目の前にある。その

道を主はすべて計っておられる。」 

（箴言 ５章２１節） 

 11 月のにこにこ      ０円 

 出席率 ６６パーセント 

 １１月合同例会出席 １３名 

所沢クラブ     ６名（在籍９名） 

ゲスト       ７名 

会 長 栗原成晃 クラブ会長主題 「次世代を担う若者と共に歩む」  

副会長 渋谷弘祐 国際会長主題 「Our Future Begins Today.(私たちの未来は、今日より始まる)」  

副会長 大澤和子 アジア会長主題 「Respect Y’s Movement(ワイズ運動を尊重しよう)」 

書 記 東 裕二 東日本区理事主題 「For the Future, Act Today!(明日に向かって、今日動こう)」 

会 計 小関京子   関東東部部長主題 「組み合わされ、結び合わされて、作り上げられてゆく」 



準備例会報告 大澤 和子 

11 月 19 日（土）11：30～12：45 YMCA 東陽町 

出席者：栗原会長、大澤メン 

１．ブリテンの内容（担当） 

２．１２月例会プログラム 

３．YMCA フェスティバル（11 月 23 日） 

４．次回準備例会 

５．その他（会員増強について・会費を上げない運営

方法について） 

ワイズ報告         栗原 成晃 

・第 2 回関東東部会員増強事業合同委員会 

・第 2 回関東東部評議会 
11 月 19 日(土)、東京 YMCA 東陽町センターにおい

て、10 時から第 2 回関東東部会員増強事業合同委員

会が 13 時 30 分から第 2 回関東東部評議会が開催さ

れました。 

会員増強事業合同委員会には大澤副会長が参加し、

担当主査の事業報告と各クラブ委員で意見交換が行

われました。第 2 回関東東部評議会には、会長の栗

原と大澤副会長が参加し、関東東部片山部長と各事

業主査による活動報告のあと、各クラブの会長が事

業活動を発表しました。 

 

・YMCA フェスティバル  

11 月 23 日(水･祝)、入間教会の柿原さん、プール会

員の坂本さん、小林さんほか埼玉クラブ、川越クラ

ブの応援によりフェスティバルが開催されました。

当日の売上のうち、コーヒー、クッキーの売上

10,260 円は YMCA に献金、ろうそく、お茶、羊羹

の売上 9,750 円は特別支援教育のためのファンドに

入金しました。 

 

・第 2 回東西日本区交流会開催のお知らせ 

 日程：2017 年 2 月 4 日(土)～5 日(日) 

 会場：日本 YMCA 同盟国際青少年センター・東山荘 

 

１１月合同例会報告 東 裕二 

日時：11 月 3 日(木) 10：30～13：30 

場所：航空公園 

秋晴れの中、埼玉 YMCA チャリティーランが開かれま

した。所沢クラブ走者は栗原会長、渋谷メン、渋谷メ

ネット、小坂さん、東の５名でタスキをつなぎました。 

お昼には各クラブ持ち寄りの埼玉、川越、所沢の三

部合同例会を開き、お互いの近況などの情報交換をし

ました。 

大会終了後震災募金を実施し、募金額は 10,442 円と

なりました。 

YMCA 報告          太田 昌孝 

11 月 3 日（木･祝） 第 17 回埼玉 YMCA インターナショ

ナルチャリティーラン 

11 月 13 日（日）  練馬区民空手道選手権大会 

11 月 16 日（水）  聖書勉強会 

11 月 23 日（水･祝） 埼玉 YMCA フェスティバル 

          埼玉 YMCA 会員大会 

11 月 27 日（日）  所沢市民空手道選手権大会 

 

今後の行事予定 

12/10(土)  クリスマス例会  

卓話者（小倉 和三郎牧師 ） 

プルトップの報告（小山憲彦メン） 

12/17(土) 準備例会 毛呂教会  

1/14(土) 「新成人リーダーを祝う会」 

リーダーズフォーラム発表 

1/21(土)  準備例会 毛呂教会 


