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7月例会プログラム 

日時 ２０１８年7月21日（土）１８：００ 

司会 小関メン 

 

 １ 開会点鐘 渋谷会長 

２ ワイズソング 

３ ワイズの信条 

４ 聖書・食前の祈り   渋谷会長 

５ 会食（自己紹介） 

６ 総会 

①  2018-2019 年度 活動方針 澁谷会長より   

②  2018-2019年度 事業計画 澁谷会長より 

③  例会の食事と参加費について 

④  記帳と記録 

7 YMCA報告      太田主事 

8 ワイズ報告      渋谷会長  

9  誕生・結婚記念  

1０ にこにこ  

1１ 閉会点鐘      渋谷会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「会長就任挨拶」       澁谷弘祐 

 常々仕事が遅くて申し訳ないと思っている澁谷です。

今期所沢ワイズメンズクラブの会長を担わせて頂くこ

とになりました。どうぞよろしくお願いいたします。 

 会長主題：「思いやりを形にする」 

 東山荘での次期クラブ会長・部役員研修会において、

光永メン（東日本区連絡主事）が YMCA理解に関して述

べたことを具体的に行ないたいと思って決めました。

YMCA ブランドコンセプトは次の 3 点に集約されます。

これらの実現の根底は顔の見えない関係から顔の見え

る関係になって、相手を思いやる心と行動で実現する

と考えています。皆で知恵を出し合って活動を盛り上

げましょう。（スローガン）「みつかる つながる よ

くなっていく」①したい何かがみつかり、誰かとつな

がる。私がよくなっていく、かけがえのない場所。を

提供し、②互いを認め合い、高め合う「ポジティブネ

ット」のある豊かな社会を創る。ことを目標とする。

③心をひらき、わかち合う。前向きで、まわりを惹き

つける魅力を持つ。 ブランドです。 関東東部衣笠

部長の部長方針でもあるのでお一人お一人これらの言

葉に込められた思いを考えて下されば幸いです。 

 今期の目標 

 ○定例会の参加者増加を目指します。①メンバーの

地域での関わりをお互いに学び役立てましょう。移動

例会を行ないます。②参加しやすいように参加費を５

００円に下げます。③多数の参加が見込まれる月は手

作りカレーを行なって盛り上げます。○ファンドの充

実を検討します。④お茶会計を継続します。⑤十勝ク

ラブの物販を支援し、物のやりとりだけでなくノウハ

ウを学び付加価値をつけて販売益を得られるように工

夫します。⑥ファンドの管理は特定のメンバーの労力

7 月 2018 年度 通巻 358 号 キックオフ、YMCA サービス、ASF、RBM 

今月の聖句  

 今月の聖句 

「施すべき相手に善行を拒むな。あなたの手にそ

の力があるなら。」（箴言３章２７節） 

 

 6 月のにこにこ 6,000円 

 出席率 82 パーセント 

 １月例会 合計 １１ 名 

（メネット 1 名・ゲスト 1 名） 

 所沢クラブ    9 名（在籍 11 名） 

 

会 長 澁谷弘祐 クラブ会長主題 「思いやりを形にする」 

副会長 小関京子      国際会長主題  Moon Sang-bong(韓国)「私たちは変えられる」               

上山武夫  アジア会長主題  田中博之(東京多摩みなみ)「Action!」 

書 記 大澤和子 東日本区理事主題   宮内友弥(東京武蔵野多摩) 「為せば、成る」 

会 計 栗原成晃     関東東部部長主題  衣笠輝夫（埼玉）「よいものを見つけ・つなげて、よくなろう」 

 



今後の行事予定 

7/10(火)前期半年報締切 

7/14(土)13:00第 1回関東東部評議会 

7/21(土)16:30準備例会 所沢センター 

7/21(土)18:00例会 所沢センター 

8/18(土)18:00例会 夢はうす食堂 

8/25(土)17:00準備例会 毛呂教会 

 

だけでは限界があるので都度皆さんのご理解とご協力

をお願いいたします。○CS事業を盛り上げます。⑦定

例会同様の重点課題とします。メンバーそれぞれの活

動をクラブとして支援する体制を整えます。その中か

ら CS事業として実施できる内容を検討します。○DBC

締結に向けて努力します。⑧継続審議となっている石

巻広域クラブとの締結を目指して相互の関わりを実際

に始めましょう。部会や例会参加を検討しましょう。

⑨DBC は東と西の交流促進も含まれます。宝塚クラブ

との交流を推進し相互理解を図りつつ締結の可能性を

模索します。 

◇【今期の役員】会長:澁谷、副会長:小関、上山、書

記:大澤、会計:栗原。(関東東部)地域奉仕･YMCA ｻｰﾋﾞｽ

事業主査:東、国際・交流事業主査:澁谷、(東日本区)

ﾒﾈｯﾄ委員会委員:澁谷ﾒﾈｯﾄ、(ｱｼﾞｱ太平洋地域)ｷﾘｽﾄ教強

調事業主任:澁谷 

準備例会報告  東 裕二 

6 月 24日（日）17 時 00分～18時 30分 毛呂教会 

 出席者 小関 澁谷 栗原 東 

 議事 

１・７月 ブリテン内容・担当 

２・７月例会 21日（土）18 時よりキックオフ例会 

３・DBC＝Domestic  Brother  Clubsについて 

４・その他 

事業報告   小関メンより 

本会計報告  栗原メンより 

お茶会計報告 澁谷メネット 

会計 次年度の会費について 

今後の予定 ８月の活動のための 準備例会 

・所沢センター 7/21(土)16：30～ ＊例会の前に行う 

 2018-2019年度 活動方針 澁谷メンより   

 2018-2019年度 事業計画 澁谷メンより 

 例会の食事と参加費について 

 記帳と記録 
 

ワイズ報告           澁谷弘祐 

①今年度から会費の引き下げを行ないます。年間

40,000円から年間36,000円となります。 

半期で18,000円です。会員総会で協議の後に納入をお

願いいたします。 

②今年度から会員の皆さんの活動に関して互いに理解

を深めるため、会場を移しての移動例会を行ないます。 

③会費振り込みのお願い 

◎郵便局からの送金の場合 

送付先ゆうちょ銀行 

記号10360 番号68683481 

口座名トコロザワワイズメンズクラブ 

◎ゆうちょ銀行以外からのお振込の場合 

店番038 

種別普通番号6868348 

口座名トコロザワワイズメンズクラブ 

例会報告            大澤 和子 

日時：6月 9 日（土）18：00～20：00 

場所：所沢センター 

参加：大澤、太田、小関、上山、栗原、黒田、渋谷弘祐、

渋谷実季、須田、東、川澄、 

年度のまとめの例会で、小関会長から、1 年間の総括

が行われました。具体的な取り組みとしては、ＮＰＯ法

人颸埜扉への支援、フードバンクネット西埼玉への支援、

狭山丘陵ウォークの継続、埼玉ＹＭＣＡフェスティバル

への参加・協力、チャリティランへの参加などの報告が

なされました。新会長の渋谷メンもメネットと一緒に参

加し、休会中の黒田メンもご友人と一緒に参加してくれ

ました。須田メンは忙しい合間を縫って、YMCAクッキー

を届けてくださいました。来月からの新年度に向けて、

皆さんの希望が語られ、益々、楽しいワイズメンズクラ

ブ活動ができそうです。 

 

 

 

 

 

 

YMCA 報告           太田 昌孝 

 

6 月 10日    アドベンチャーキッズ（鉄道博物館） 

6 月 12日～14日 所沢市上山口中学校職場体験 

6 月 17日    全国 YMCA 一斉着衣泳体験 

6 月 19日    所沢市北中小町探検受入 

6 月 20日    チャリティラン実行委員会 

6 月 21日    プール開放 

6 月 23日・24日 アドベンチャーキッズ  

イングリッシュキャンプ 

例会では、フードドライブを実施します。 

1カ月以上の消費期限のある食品をお持ち下さい。 

フードバンクネット西埼玉に提供します。 

 


