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３月例会プログラム 

日時 2017 年3月11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 聖書・食前の祈り       渋谷メン 

５ 会食（自己紹介） 

6 卓話「キリスト教精神の体現者 新渡戸稲造」 

         毛呂教会牧師 渋谷メン  

７ ワイズ報告           栗原会長 

8 YMCA 報告          太田館長 

9 誕生・結婚記念 

10 にこにこ  

11 閉会点鐘            栗原会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 今、生きていることに感謝    太田昌孝  

現在 2 カ月に 1 回病院へ通っています。 

朝早く病院へ行き、採血をし、名前を呼ばれる

まで約 3 時間。主治医と話すのは約 2 分。その

ようなことが約 4 年続いています。 

名前を呼ばれるまではいつも落ち着かない気持

ちでいっぱいです。何も問題ないはずなのです

が…。主治医と話し経過が順調だと言われ、た

わいもない雑談をし、次回の予定を決めるとい

うことがなんと安心することか、と思う日々で

す。 

病は気からと申しますが、入院中一番感じた

のが気持ちの持ち方でした。つらい、つらい、

つらいと感じていると気持ちまで滅入ってきて

来てしまいました。滅入っている時には思うよ

うに治療も進まず、食も進まず、何もできない

状況でした。その中で皆様のお支えと治療が進

んでいく事の嬉しさが私の気持ちを前向きにし、

病気と闘うことができました。半年という長い

期間の入院は経験したことがなかったですが、

経験するものではないな、と感じました。 

今まで健康であることが当たり前で、病気と

は無縁と感じておりましたが、病気の発症とと

もに健康であることがなんと素晴らしい事かと

感じています。今年いっぱい何もなければ私の

病気は完治します。皆様におかれましてもお体

に十分気を付けて頂きますようお祈りいたしま

す。 

3 月 2017 年度 通巻 343 号 BF メネット 

今月の聖句  

「旅人をもてなすことを忘れてはいけません。

そうすることで、ある人たちは、気づかずに天

使たちをもてなしました。」 

（ヘブライ人への手紙 13 章 2 節 

 2 月のにこにこ     6,200 円 

 出席率 ５５パーセント 

 2 月例会出席       １１名 

所沢クラブ        ５名（在籍９名） 

ゲスト          ６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 渋谷 弘祐 

２月２５日（土）１７時３０分～１９時 

場所：日本基督教団毛呂教会 

出席：栗原、澁谷、小関（以下、敬称略） 

①ブリテン３月号 → 内容確認 

②３月定例会→ プログラムを確認した。 

③後期会費、ワイズ関連基金等各種募金納入を呼びか

ける。 

④東西日本区ワイズ交流会報告→ ブリテンに記載 
⑤狭山丘陵ウォーク → 日時：2017 年 4 月 8 日（土） 
 
            案内は後日行う。 
⑥「はなみずき祭り」(4 月 15 日、16 日) → 可能な限

り協力する。15 日は栗原、澁谷 

⑦次期クラブ会長・部役員研修会(参加) →大澤、東 

⑧その他 

・元国際会長･竹内敏郎氏の訃報に際し、弔電を送った。 

･埼玉YMCAチャリティコンサート(3月 20日)に関して

各自協力する。 

･所沢クラブの物販チラシに関して、2,000 部増刷し必

要に応じて積極的に広報する。 

･4 月の準備例会は、4月合同例会後に行う予定。(合同

例会は狭山丘陵ウォーク後) 

･フィリピンワークキャンプは実施されなかったが、支

援金は同様に協力する方針。 

次回開催日３月２５日（土）１７時 於）毛呂教会 

(次々回)４月８日（土）合同例会後 於）狭山近郊 

 ワイズ報告         栗原 成晃  

①後期の会費未納の方は納めてください。  

②次期会長役員研修会に､大澤メン･東メンが参加 

③4 月 8 日(土) 狭山丘陵ウォーク開催、友人知人を

お誘いください｡ 

④4月15(土)～16日(日) 『小手指ハナミズキまつり』

開催 

⑤4月 15 日(土)  第三回評議会開催 

２月例会報告     大澤 和子 

日時：２月 11 日（土）18：00～20：00  
場所：所沢センター 

＜優しさのプラットフォーム「フードバンク」 

「もったいない」を「ありがとう」に＞ 

2 月のワイズメンズクラブは TOF 例会でした。TOF とは

＜Time offast ＞の略です。断食をして、世界の食事

を十分にとれない方々のために献金をしようという事

です。 

所沢クラブでは、粗食（おむずび）を食べて、9000 円

の献金をさせていただきました。 

卓話は、フドバンネット西埼玉の黒田和代さん。う～

～んと、うなってしまうお話でした。フードバンクか

ら 3人の応援を得て、総勢 11 名の参加でした。 

余っている食料がある一方、今日食べるものがなくて

困っている方がいる。飽食の日本の現実を教えていた

だきました。 

「いつでも食べ物を

もらえる場所がある

ことは、生きる権利

を守ること」と語る

黒田さんの情熱的な

活動に、ワイズの例

会はいつにもなく熱

い語り合いになりま

した。 

 

第 2 回東西日本区交流会報告 東 裕二 

2/4･5 に東山荘で行われた第２回東西交流会に大澤メ

ン、渋谷メン・メネット、東の４名が参加しました。 
今回で 2 回目となり

東西日本区から 370
名が参加しました。 
開会式では渋谷メン

が聖句・祈祷を行い

ました。 
夕食懇親会では埼

玉・川越・所沢クラ

ブ＋有志によるゴス

ペルを披露しました。

素晴らしい交流の場

となりました。 
 
 

ＹＭＣＡ報告        太田 昌孝 

2/4(土）5(日) はじめてスキーキャンプ 1 
（丸沼高原） 

2/11(土）   東日本 YMCA 少年少女水泳交歓会 
2/11(土）12(日) わんぱくスキーキャンプ（尾瀬戸倉） 
2/18(土）   ゆきんこデイキャンプ（おおくら荘） 
2/18(土）19(日)  はじめてスキーキャンプ 2 

（丸沼高原） 
2/22（水）    ピンクシャツデイ 
2/25(土）26(日) 所沢スペシャルスキーキャンプ 

（尾瀬戸倉） 
 

今後の行事予定 

3/4(土)~5(日)  次期クラブ会長 

･次期部役員研修会 

3/11(土)        例会 卓話者（澁谷牧師） 

3/25(土)      準備例会 毛呂教会 

4/8(土)     狭山丘陵ウォーク 

4/15(土)~16(日) はなみずき祭り 


