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会 長   吉野 勝三郎    クラブ会長主題   「 クラブ 20年の歴史を振り返り、ＥＭＣにつなげよう！」 

副会長   林  京二    国際会長主題    「Let Us Walk in the Light-Togetherともに、光の中を歩もう」                

松川 厚子   アジア会長主題  「Respect Y’s Movement ワイズ運動を尊重しよう」        

会 計    山崎 純子    東日本区理事主題 「Extension Membership ＆ Conservation 広げよう        

書 記  森下 千恵子            ワイズの仲間」  

                       関東東部部長主題 「義務を果たして、クラブと関東東部の活性化を図ろう」 

 
 

9 月 

人は、裸で母の胎を出たように、裸で帰る。 

コヘレトの言葉５章 14 節 

Everyone comes naked from their mother’s womb, 

and as everyone comes, so they depart. 

(Ecclesiastes5-14) 

２０１６年８月の統計（８月２６日） 

在籍１１名 出席者６名  出席率５５％ 

 

９月例会のお知らせ 

日 時：９月１６日（土）午後４：００～６：００ 

場 所：YMCA 川越センター  

卓  話：島崎 賢一氏（プロカメラマン） 

     島崎さんは、東日本区大会に協力してくれ

た方です。ぜひ多くの皆さんの出席を期待

します。なお、卓話の中で、デジタルカメ

ラの写真撮影について、アドバイスしてく

れる予定ですので、当日までに、皆さんの

自信作を、私まで送信しておいて下さい。 

 

  ＊また、アースディの参加形態についても、最後の

話し合いの機会ですので、10 月 1 日に向け、効率

よく話し合いができるようご協力をお願いいたし

ます。 

  

１０月例会の予告 

  日時：１０月２８日（土）午後 4:00～6:00 

  場所：埼玉」ＹＭＣＡ川越センター 

  卓話は無しです。 

20 周年に向けて、クラブの活動を見直すために、

メンバーのみで話し合います。これまでの活動や

慣習などを棚卸しして見直そうという機会です

ので、忌憚のないご意見をお願いいたします。 

   

その他 

11 月例会は、ＤＢＣの北九州クラブから安東邦

昭さんがわざわざ来川され、卓話をしてください

ますので、今から予定を調整し、必ずご出席をお

願いいたします。昨年からこのような機会を持て

るように協議を重ねてきましたが、今回実現の運

びとなりました。川越クラブの皆さんはもとより、

インビテーションキャンペーンの趣旨に基づい

て、知人･友人をお招き下さい。 

さらに当日は、北九州クラブの映画作成に対す

る募金もお渡しする予定です。 

  卓話：「マリア観音にみるかくれキリシタンの

祈り」 

安東 邦昭 氏（全国かくれキリシタン研究
会副会長・理事；元北九州 YMCA総主事；元北
九州ワイズ会長） 
 

     

８月例会報告 

吉野 勝三郎 

 埼玉３クラブ合同例会として、 

１）アジア・太平洋地域大会報告（別途、利根

川恵子メン報告のとおり） 

２）永坂 仁氏 

アジア・太平洋地域ユースコンボケーショ

ン(AYC)に、埼玉クラブの推薦で参加し、選

挙でＡＹＲ（Area Youth Representative）

に選出されました。今回の AYC の様子やＡ

ＹＲとしての豊富などをお話いただきまし

た。 

なお、永坂さんは、最近、首都圏から、愛

知県豊田市に住居を移され、今回は、私たち

の例会のために、愛知県から日帰りしてくれ

まました。 

THE SERVICE CLUB TO THE YMCA     AFFILIATED WITH THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF Y’S MEN’S CLUB 
 

 

 

 

The Y’s Men’s Club of Kawagoe 

〒３５０－００４６ 川越市菅原町７－１６ 

tel：049-226-2491 fax：049-226-2304 

c/o Kawagoe YMCA、 7-16 Sugawara-cho、 Kawagoe、 Saitama 350-0046 Japan 



 

３）関東東部 部長訪問 

長尾部長が、書記の青木一芳メン、ユース

事業主任 衣笠 輝夫メン、国際・交流事業

主任の我クラブの吉田 公代メンを伴って

の出席となりました。 

９月３０日（土）の千葉市での部会には、

川越クラブから多くのメンバーが参加され

ることを期待します。 

 

 
 

 

第２７回アジア太平洋地域大会参加報告 

利根川恵子 

去る７月２１日（金）から２３日（日）に、タイ・

チェンマイ・エンプレス・コンベンションセンターで

開催された、第２７回アジア太平洋地域大会に、夫と

ともに参加しましたので、以下報告いたします。 

7 月 21 日（1 日目） 

オープニングセレモニーでは、いつもどおり、クリ

スチャン・フラッグ、ワイズ旗、地域旗、各地区バナ

ーの入場につづき、聖書、ギャベル、キャンドルが運

ばれ、開会となりました。その後、チェンマイ郡知事

の開会宣言につづき、主催者として岡野泰和・大会実

行委員会委員長（大阪土佐堀）、ホストコミッティー・

チェアのドクター・パット（チェンマイ・クラブ）、

来賓としてジョアン・ウィルソン・直前会長、ナン・

ブ・ウォン・アジア太平洋ＹＭＣＡ同盟総主事、西村

隆夫・国際書記とあいさつが続きました。最後にタ

ン・ミン・シャオ・アジア太平洋地域会長から、あい

さつと活動報告があり、オープニングが終了となりま

した。 

 続いて、ワイズリングの伝統舞踊と口唇裂・口蓋裂

の子どもの歌が披露されました。子どもたちは、チェ

ンライ・クラブの支援で、手術を受け、歯科的な治療

とスピーチセラピーで、普通に会話ができるようにな

り、歌も上手に歌っていて、会場から大きな拍手を浴

びました。 

 基調講演は、パナッダ・ディスクル文部副大臣で、

昨年亡くなられたプミポン国王のお人柄や業績を涙

ながらに語り、国王がいかに国民に慕われていたかが

ひしひしと伝わりました。国王は、常に国民を思い、

国力増強、生活水準向上のために、1,600 以上もの経

済、環境、教育などに関わる施策を実施したとのこと

でした。 

 夜の直前地域会長主催晩餐会（ＩＰＡＰナイト）で

は各地区の出し物があり、東日本区は渡辺実帆さん

（沼津）のリードで、「幸せなら手をたたこう」と「上

を向いて歩こう」を合唱しました。（写真）西日本区

の会場全体を巻き込んでの「炭坑節」の迫力には一歩

及ばなかった気がします。次回はホストですので、出

し物も工夫したいものです。 

 
7 月 22 日（2 日目） 

 午前中は分科会となり、私はＣＳ事業の分科会に出

席しました。ワイズ運動の原点は地域で必要とされる

事業を展開すること、とのＣＳ事業の原点に戻ったス

ピーチが、ウィルソン直前国際会長からあり、ご自身

が訪問したアフリカのＴＯＦ事業の現場の写真など

も紹介されました。またタン・ミン・シャオ・アジア

太平洋地域会長からはロールバック・マラリア運動の

解説があり、その後、各地区理事の発表となりました。

私は、6 年経った東日本大震災の復興の様子とこれま

でのワイズメンズクラブの支援活動を報告しました。

ここでは、台湾の献血、フィリピンの無料救急・消火

活動、タイの口唇裂・口蓋裂の子ども支援事業、オー

ストラリアの貧しい子どもに代わってのサンタクロ

ースへの手紙代筆など、各地区の特徴あるＣＳ活動が

報告され、参加者は改めて地域に根ざしたＣＳ事業の

意義を確認しました。 

 午後はグループに分かれてのタイ文化体験活動で

す。私と夫は、会場内で 4 つの伝統文化を体験するコ

ースに参加しました。大澤さんもご一緒でした。ショ

ウブの葉に似た葉っぱを使ったブーケ作り、七夕飾り

のような紙切り細工、もち米とバナナをバナナの皮で

くるみ、蒸したデザート作り、民族衣装着付けと、4

コーナーを手際よく回れるように計画され、大学生の

ボランティアとワイズメンバーが、親切に指導をして

くれました。室内での快適な体験で、東日本区大会の

エクスカーションの在り方の参考にもなる取り組み

でした。 

 夜は地域会長主宰晩餐会（ＡＰボール）でした。プ

ログラムに 2 組のＩＢＣ締結式が組み込まれ、本大会

のハイライトの一つとなりました。また、直前理事に

対し、シャオ地域会長から労いのことばがあり、光栄

でした。（写真）夕食後は、ユースのパフォーマンス

で盛り上がり、歌に踊りに時間が経つのも忘れて、賑

わいました。西日本区のメンバーのお誘いで「キャン

ディーズシニア」と称し、You Are My Sunshine をカ



 

ラオケで歌いましたが、キャンディーズを知っている

のは日本人だけで、受けは「いまいち」でした。反省！ 

 

 
 

7 月 23 日（3 日目） 

 いよいよ最終日で、閉会式の前に、分科会のまとめ、

ユース・コンボケーション報告、2018 年第 73 回国際

大会のアピール、世界ＹＭＣＡ同盟総会のアピールな

どがありました。ここで、大会に先立ち開催されたア

ジア太平洋地域議会で、2019 年第 28 回アジア太平洋

地域大会のホストとして東日本区が立候補し、提案通

り、仙台で開催することが、満場一致で承認されたこ

とを受け、田中博之次期アジア太平洋地域会長（東京

多摩みなみ）が、仙台での次回地域大会をアピールし

ました。私が次期アジア太平洋地域書記を受けており、

さらに我がクラブの山本剛史郎さんが大会実行委員

会事務局長を務めることになりましたので、今後川越

クラブも、2 年後の仙台における第 28 回アジア太平洋

地域大会の成功に向け、全面的に応援をしていただき

ますようお願いいたします。 

終わりに 

 アジア太平洋地域となって初めての地域大会です

が、参加者が３００名と、少しさみしい大会でした。

しかし、チェンマイ・クラブ、ラナ・チェンマイ・ク

ラブ、チェンライ・クラブにチェンマイＹＭＣＡそし

て大学生を中心とした多数のボランティアが、素晴ら

しいチームワークで運営にあたり、温かい雰囲気の大

会でした。 

 また、所沢クラブから大澤和子さんがご参加で、大

変お世話になりました。この書面を借りてお礼を申し

上げます。 

 

 

YMCA報告 
去る 9月 8日～10日、東京ＹＭＣＡ山中湖センターにてＹ

ＭＣＡ リーダーズフォーラムが開催されました。 

今年度は、所沢センター所属のリーダーである小湊 陸さ

ん（りくリーダー）穐山 千穂さん（いるかリーダー）が参加

しました。 それぞれのＹＭＣＡで同じ思いをもつリーダー

同士が交わり、 3日間の体験活動を通して共に成長する

ことができる実践の場です 。それぞれの報告は今後あら

ためてさせていただきます。 ご支援ありがとうございまし

た。 

 

＜10月 17日 （火）Yummy Lunch Cooking開催！参加者

募集中＞ 

現在、川越センターで英語講師をしているＳｕｅ先生（オー

ストラリア出身）による料理教室を開催します。Sue 先生は、

ご主人の仕事の関係で最近川越センター近くに越して来

ました。とても明るく素敵な女性です。第１回目の今回は、

ウェスタン料理を教えてくださるということです。英語を使っ

ておしゃべりしながらおいしいランチを楽しみませんか？ 

開催日時 ：10月17日（火） 10:30～12:30 参加費2,000

円（材料費込み）定員 6名 

ご希望の方は、河合まで。 

 

＜１１月３日（祝）チャリティーラン！みんな集合！＞ 

今年も航空記念公園にてチャリティーランを実施いたしま

す。第１８回となる今回は、５名１組で走るチームランに加

え、ラン６周（５．５キロ）、ウォーキング３週（約２．７キロ）と

いう新しい個人種目が増えました。チームを作るのは難し

いけれども・・・という方におススメです。お知り合いの方に

もぜひご紹介ください。 

 

【パンフレットダウンロード】 

https://docs.google.com/a/ 

saitamaymca.org/viewer?a=v& pid=sites&srcid= 

c2FpdGFtYXltY2Eub3JnfGhvbWVjb2 

1pbmdkYXl8Z3g6NWUyYzMzYWM2MTYw NzU2Mg 

【問合せ／申込】＜インターナショナル・チャリティーラン

事務局（所沢センター内）＞担当：太田昌孝・太田聡 ０４

－２９３９－５０５１ 

 

 

https://docs.google.com/a/saitamaymca.org/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2FpdGFtYXltY2Eub3JnfGhvbWVjb21pbmdkYXl8Z3g6NWUyYzMzYWM2MTYwNzU2Mg
https://docs.google.com/a/saitamaymca.org/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2FpdGFtYXltY2Eub3JnfGhvbWVjb21pbmdkYXl8Z3g6NWUyYzMzYWM2MTYwNzU2Mg
https://docs.google.com/a/saitamaymca.org/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2FpdGFtYXltY2Eub3JnfGhvbWVjb21pbmdkYXl8Z3g6NWUyYzMzYWM2MTYwNzU2Mg
https://docs.google.com/a/saitamaymca.org/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2FpdGFtYXltY2Eub3JnfGhvbWVjb21pbmdkYXl8Z3g6NWUyYzMzYWM2MTYwNzU2Mg

