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２０１９年７月の統計（７月２７日） 

 

在籍10名 出席者6名メイクアップ1名 

出席率 70％ 

 

 

２０１９年 ８月 例会予告 
 

日 時：8月 31 日（土）午後 5:30 ～ 7:30 

場所：モディ川越店 アメリカン BBQ ガーデン 

議題：１．「こども食堂」トライアウト振り返り 
２．埼玉県内３クラブ合同例会内容検討 

３．「紅あか」ファンド今年度活動予定 

４．納涼例会 

５．その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月例会報告 

利根川 太郎 

   

１． “いざたて”斉唱 
２． 「ワイズの信条」唱和 
３． 故 鎌田政稔さんを覚えて 黙祷 
４． 出席者確認 
５． 報告 
１）関東東部第 1 回評議会報告（吉野会長） 

・7 月 13 日(土)東陽町 YMCA で 2019-2020
年度第 1 回関東東部評議会が開催され、私と

利根川太郎書記が参加しました。 
・川越クラブ会長として次の発表をしました。 
会長主題：「２０周年を次の２０年へ！！」 
今期の目標・活動計画： 
・ＹＭＣＡサポートを更に強化する新規ＣＳ

事業(こども食堂)の可能性を模索する。 
・休眠状態だった IBC のアメリカ・オレゴン

州 Salem Club との交流を再開する。 
・クラブにおける問題点・その対策、戦略 

活動できるメンバーの漸減 
現在いる新入会員候補者を会員にしたい。 
EMC を意識して、２名の新規メンバー獲

得を目指す。 
・その他（クラブ活動やファンド等のＰＲ） 

今年も「紅あかファンド」で、川越芋の購 
入に協力をお願いします。 

・詳しい報告は、ブリテン 21 第 1 号 7 月に掲

載したとおりです。 
 
 

クラブ会長主題   「２０周年を次の２０年へ！！」 
国際会長主題   “Building Today for a Better Tomorrow”

「より良い明日のために今日を築く」 

アジア太平洋地域会長主題 “Action” 「アクション」 

東日本区理事主題 「勇気ある変革、愛ある行動！」 

“Innovation with courage, action with 

heart!” 

関東東部部長主題 「紡ぐ ワイズのこころ」 

8 月の聖書 
 
主よ、平和をわたしたちにお授け下さい。わたしたちの

すべての業を成し遂げてくださるのはあなたです。 
（イザヤ書 26 章 12 節） 
 
Lord, you establish peace for us, all that we have 
accomplished you have done for us. 
 (Isaiah 26:12) 
 

THE SERVICE TO THE YMCA              AFFILIATED WITH THE INTERNATIONAL ASSOCIATION

 

 
    

The Y’s Men’s Club of Kawagoe 

〒350－0046 川越市菅原町 7－16 

    希望の鐘 The Bell of Hope 



 
２）アジア太平洋地域大会（仙台）概要 

・参加者数 783 名(一般参加者含む) 
・海外からは 168 名参加。このうち台湾が 104
名と最も多かった。再来年、台湾南部での第

29回アジア太平洋地域大会のプロモーション

を兼ねての参加であった。 
・ファンド「芋菓子」完売 
・サポートとして参加してくれた生川美樹さ

んには、たいへん活躍していただき感謝いた

します。 
６． 議事 
１）Facebook 原稿等 

・トップページのクラブ員全員の写真 
・クラブ会員募集要項 
・クラブ活動内容 
以上は吉野会長が準備する。 
・クラブ担当者 利根川太郎で報告 

２）関東東部大会参加者 
・10 月 5 日(土)東陽町 YMCA 
・参加者 吉野会長、吉田公代、利根川恵子、 
利根川太郎、 

他のメンバーは会長が打診する 
・終了後に東京江東ワイズメンズクラブ 60 周

年記念祝会有り、祝会の出欠確認は別に後日。 
３）埼玉県内３クラブ合同例会 

・11 月 30 日(土)17：00 川越クラブ主催 
・会場案「ウエスタ川越」 
・会食会場案「エルミタージュ」 
・部長公式訪問 
・卓話案「フードバンク」黒田さん 

４）川越クラブバス旅行 
・日程案 春休み(3 月 31 日(火)) 
・訪問先の案 

JAXA 宇宙航空研究開発機構（利根川） 
下仁田こんにゃくパーク富岡製糸（吉野） 
星野富弘美術館（吉野） 
いすゞ自動車（吉野） 
TEPIA 先端科学技術館（利根川） 

    訪問先について（ ）内のメンバーが詳細 
を調査し次回レクチャーする。 

５）Salem Club との交流 
・地区部長を通してクラブ会長にアプローチ

した。今後他の回路から（ドゥエル先生から紹

介されたメンバーに）直接アプローチする。 
６）「わいわい食堂」トライアウトの準備 

・8 月 20 日(火）16：30 川越 YMCA にて準備

の進捗報告と最終打ち合わせ 
・仙波小でチラシ配布 
・10 名の申し込みがあった。伊勢さんは若干

15 名を超えることも想定している。会場のキ

ャパシティの範囲内で考えると 15 名までか。 
７）チャリテーラン実行委員会 

・実行委員は吉野会長で報告 
・11 月 4 日(月)開催；所沢航空公園 
 

・実行委員会日程 
  9 月 4 日(水)19:00 吉野会長参加 
  9 月 25 日(水)     利根川参加 
  10 月 16 日(水)     吉野会長参加 

８）2018 年度決算報告 
・20 周年記念周年行事があり、単年度ではお

よそ 400,000 円の赤字であった。 
９）2019－2020 年度会費支払いについて 

・分割での納入も可とした。 
７． 次回例会 

8 月 31 日(土)17：30 川越モディ屋上ビアガー

デンにて、納涼例会とする。 
・アメリカン BBQ ガーデン 3700 円予約済み 

８． “YMCA の歌” 
 
 

第 28 回アジア太平洋地域大会報告 
 

国際会議員と被災地を訪問して 
アジア太平洋地域大会にて、思いがけず、大会前日

に国際会議員 20 数名の方々と被災地を訪れ、仙台ワ

イズの清水さんが被災地について、ご自身の経験も交

えて説明をしていただき、通訳をさせていただいたこ

とは、非常に有意義であり、貴重な経験となりました。 
被災地を訪ねる途中、ユース達とのランチもあり、

年代、国籍を越えて、交流が図られているのをみて、

ワイズメンズクラブの素晴らしさを感じました。 
このような素晴らしい経験をさせていただき、感謝し

ています。ありがとうございました。 
生川美樹 

 
第 28 回アジア太平洋地域大会に参加して 

大会スタッフとして 
7 月 19 日、大会の初日です。大会スタッフは朝 9 時

に集合して、係用ユニフォームを渡され、参加者にお

配りするお土産と資料を袋に詰める作業の開始です。

800 袋作るは大変で、流れ作業のように行いました。 
それから、芋菓子販売の店の準備、受付の準備、通

訳機コーナーの準備とやらで、あっという間に時間は

過ぎて、受付開始となりました。 
仙台の後藤さん、生川さん、私とで通訳機コーナー

を受持ちました。参加者全員が借りることはなかった

ので、パニックにならなかったので良かったです。 



 
台湾グループの迫力に圧倒され、国際色豊かな、受

付となり、そして、いつものメンバー、懐かしいメン

バーの参加にホットした気持ちになったことを思い

出します。 
この大会を成功させるために、たくさんのスタッフ

が念入りな時間をかけて行ってきたのですが出足か

ら大丈夫かなあ？と思える場面がありました。しかし

さすが、ワイズです。それを勝ちとし、特徴ありの大

会として盛り上げた結果、見事に成功です。 
大会は終了しましたが、決算業務はこれから一仕事

あります。 
スタッフとして貴重な体験、経験をさせて頂き、とて

も疲れましたが、楽しみました。 
感謝しております。 

吉田公代 
 

AP ナイト 
 第 28 回アジア太平洋地域大会は 7 月 19 日(金)から

21 日(日)に開催されましたが、私にとっては、大会直

前の 18 日にアジア太平洋地域議会があり、地域書記

としてその準備と、大会 HCC の通訳・翻訳委員会委

員長としてのプログラムや掲示物、大会ニュース翻訳

およびその手配の要務、大会当日の同時通訳の準備、

と直前の 2 週間ほどはほとんど睡眠が 3 時間程度の

日々でした。おまけに 7 月 10 日に仙台入りし、11 日

から 17 日までは国際議会のお手伝いで日中は時間が

取れず、準備はいつも夜中でした。 
 しかし、大会が始まってみると、HCC のみなさん、

仙台、もりおか、石巻のワイズのメンバーやサポータ

ー、仙台 YMCA 関係者等のご尽力により、私は国崎

さんの講演、ツァーやレセプションでの通訳と大会ニ

ュースの翻訳に集中できました。さらに最終日の書記

報告も田中会長のお力を拝借し、何とか乗り切ること

ができました。 
 そこでこの報告ではちょっと個人的な話を書かせ

ていただきます。実は大会の 2 ヶ月程前に田中会長か

ら、メネットが怪我でファーストダンスができないの

で、AP ナイトで代わりに踊ってと依頼されました。

ボールルームダンスは何十年も前に少し習っただけ

で、夫は全く初めてという状況で、お受けしてしまっ

たことを後悔したのですが、以前から二人でダンスを

習いたいと思っていたので、チャンス到来とダンスス

クールの門をたたきました。先生に 2 ヶ月でファース

トダンスを踊れるようにしてください、とお願いした

ところ、厳しいことを言われましたが、我々が懇願す

るので、先生も仕方なく 90 秒のワルツのステップを

考えてくださいました。それから週 2 回ほどのレッス

ンで特訓を受け、18 日、19 日は人の居ないところを

探してステップの練習をし、いよいよ 20 日の AP ナ

イトの本番を迎えました。 
 モッシージャズオーケストラの素晴らしい演奏が

始まり、フロアでは早速ダンスを楽しむカップルがい

ました。3 曲目、「テネシーワルツ」が流れ、私たちが

紹介されました。すでに踊っている方々がいたのでフ

ァーストダンスと言ってもあまり目立たず、少しホッ

としながらも緊張を隠しきれないままステップを踏

みました。決してうまくは踊れませんでしたが、練習

から本番まで、夫婦で共有した新しいダンスの世界と

時間はとても楽しく、これからも是非続けようという

気持ちになりました。このような新鮮な経験のチャン

スを与えていただいた田中会長に感謝します。そして

メネットのお怪我が一日も早くなおりますようにお

祈りいたします。 

 
利根川恵子 

 
YMCA 報告 

河合 今日子 

 
＜平和週間プログラム～折り鶴で想いをつなぐ平和

への祈り＞ 
昨年、2018 年度の日中韓ＹＭＣＡユース平和委員が中

心となり、広島平和記念公園にある原爆の子の像建立記

念式典にむけ、全国の YMCA で千羽鶴を折る活動が展

開されました。5 月 5 日の原爆の子の像建立記念式典に

は、全国から 2 万 2 千羽の鶴が集まり、ユース平和委員に

よって献納されました。 

今年も 8 月 6 日の原爆の日に向けて、３センターで折り

鶴を折りました。皆さんが思いを込めて折ってくれた鶴は、

8 月に行われる広島 YMCA 国際青少年平和セミナーに参

加する、世界のユースや全国 YMCA のユースによって献

納される予定です。 

  

 

 



 
＜オレゴンサマーキャンプより便りが届きました＞ 
こちらは 8 月 1 日（木）、キャンプ生活も後半に入りました。 

Facebook の写真はご覧いただいているでしょうか。

https://ja-jp.facebook.com/ymca.saitama/私たち引率者

は、全員が集まる食事の際に各テーブルを回り、「昨日は

よく眠れたかな？午前中は何をしたの？困っている事は

ないかな？」と聞いて回っています。はじめは、「英語が早

すぎてわからない」「聞かれても分からないからとりあえず

頷いている」「同じグループの日本人の子が英語が分から

なくて意味を聞いてくるから訳すのに疲れた」「こんな地獄

のような辛い場所につれてきた聡リーダーを恨む」等、

様々なネガティブな反応ばかりでした。26 人それぞれに

感じている事は違い、その正直な思い、発散したい気持

ちに耳を傾けながらも、「リーダーだって分からない事たく

さんあるんだよ」「分かったふりをせずに I don't know って

言っていいんだよ」「他の子の通訳をしてくれてありがとう

ね。すごくその子たちは助かっているし嬉しいと思うよ。で

もその事ばかりにならず自分もたくさん楽しんでね」「（リー

ダーを恨むといった言葉に対して）ご、ごめんなさい（ガタ

ガタ震えてみせる・笑）」と伝えています。 

徐々に生活も慣れてくると、「カウンセラーが言った事が

少しわかった」「こう伝えたいんだけど、英語でどう言ったら

いいの？」「ロッククライミングが楽しかった！」「アーチェリ

ーが真ん中に当たった！」「午前は〇〇をしたの！午後

は何をするのかな？」「〇〇っていう子がゆっくり話してく

れて助けてくれる」と分からない事より分かった事やできた

事への喜びやポジティブな反応が多くなってきました。 

そこには、子どもたちを見守るカウンセラーの存在がありま

す。彼らも私たちのところに来て「〇〇が少し顔が暗いけ

ど、どうやったら comfortable な環境になるかな？」「一生

懸命何か言ってるんだけど、良く分からないんだ。私が日

本語できればいいんだけど、ごめん」と相談し、「〇〇が乗

馬を楽しんでたんだよ！」「お土産を配ってくれてみんな

喜んでた」とその時々の嬉しい報告もしてくれます。そして

夜の embers(振り返りの時間)に google translation を使っ

て日本語訳を作り、片言の日本語で子ども達に話してくれ

るカウンセラーもいました。子ども達は気づいていない事

ですが、一人ひとりの個性や段階の違いを大切に、どうし

たらより良い環境が作れるか、多くの温かな目がここに注

がれています。ホームシックや多少のケガはありますが、

元気に過ごしておりますのでご安心ください。＜太田聡＞ 

鎌田政稔メン追悼 

 
 7 月 1 日にチャーターメンバーである鎌田政稔さん

が天国に召されました。チャーターからずっと川越ク

ラブを支えてくださいました。心から哀悼の意を表し、

ご冥福を祈ります。 
 クラブのメンバーが追悼の言葉を寄せていますの

で、ご紹介します。 
 
 
 

鎌田さんとの思い出 
 鎌田さんとは川越ワイズメンズクラブができた時

から確か一緒でしたが、英語のクラスに通っていらし

た英語が上手な方という印象が強かったです。やさし

くて思いやりと包容力があり紳士で、クラブ内にも女

性フアンがいたとおもいます。私もその一人でした。

鎌田さんが会長の時、奥様を私のフラワーアレンジメ

ント教室にいれてくださいました。綺麗な方で、アレ

ンジメントもとても上手で、素晴らしい御夫婦だと感

心いたしましたのを今でもはっきり覚えています。数

年後ハンドベルをなさるため教室をおやめになりま

したが、鎌田さんからハンドベルは発表の場があるた

めといわれました。偶然ＹＭＣＡでハンドベルを拝見

する機会がありその音色の美しさに私も魅了されま

した。教会の音楽でもあり、鎌田さんの御家にふさわ

しいとおもいました。またリサイクルバザーではいつ

もお世話になりました。いつも支えていただきそのお

かげで、ほとんど参加できました。 
その後、川越ＲＣにもはいられたとうかがいました。

私も勧められて１０年ぐらい遅れて和光ＲＣに入り

ました。ＲＣでは、たまに地区でお会いするぐらいで

したが、いつも優しく僕の妹分と言って人に紹介して

くれました。鎌田さんが数年前になさったガバナー補

佐を今年私が偶然させて戴いています。グループは違

いますが、生きていらしたら今教えていただきたいこ

とがいっぱいあります。お世話になりました。安らか

にお眠り下さい。    
川越ＹＭＣＡワイズメンズクラブ  松川厚子 

 
 
 

鎌田政稔さんを偲んで 
鎌田政稔さんは川越に根差し、本当に川越という街を

知っていた方でした。私も川越ワイズメンズクラブの

メンバーでありながら、上福岡、日高、狭山、鶴ヶ島

など川越市周辺に住んでいましたが川越市に住んだ

ことはありません。鎌田さんは川越で育ち、住み、仕

事をして、川越ワイズメンズクラブのチャーターメン

バーだけでなく、ロータリークラブや他の団体でも活

躍されていました。それゆえ鎌田さんとは川越という

地に対する思いの違いを感じざるを得ません。3、4 年

ほど前だったか川越祭りに子どもたちと出かけた時、

菅原町の山車（菅原道真公）の先導として鎌田さんが

おられました。その時も、鎌田さんは本当に川越とい



 
う街に根差して、地元に生きている方だなと感じまし

た。 
写真は 2005 年、神田川舟の会の時のものです。工藤

さん、五十棲さんなど川越ワイズメンズクラブを支え

てくださった方々が写っています。 
 

 
 

山本剛史郎 
 
 

鎌田政稔さんを偲んで 
川越クラブのチャーターメンバーとして 20 年以上

のお付き合いがあった鎌田政稔さんが帰らぬ人とな

られて、はや一月となります。鎌田さんの思い出は数

限りなく、いろいろな場面でのお顔が目に浮かびます

が、どのお顔も穏やかな優しい笑顔です。 
しかし、イベントとなると、ご自分の疲れをも厭わ

ずに動き回ってくださったお姿が忘れられません。特

に、2017 年 6 月の第 20 回東日本区大会ではステージ

マネジャーとして大会の進行を仕切っていただきま

した。また昨年の川越ワイズメンズクラブ設立 20 周

年記念例会では、体調がすぐれない中、ご自分が手配

したバンドの紹介になると、大きな声で力強くお話に

なっていました。毎年のアースディ・イン・川越での

ご活躍も然りです。早朝の準備から、日中は会場の巡

視、そして夕方の片付けまで、どれほど体力を消耗し

たことでしょう。それでも最後まで笑顔でご奉仕くだ

さいました。 
鎌田さんは、ワイズメンズクラブだけではなく、

私が知る限りでも、ロータリークラブ、音楽関係の団

体、まちづくりのグループなどと幅広い分野で奉仕を

なさり、まさに「社会には奉仕第一を旨としよう」と

いうワイズの信条を生きた方でした。川越クラブにと

っては、大事なメンバーのお一人を失い、大きな打撃

ですが、奉仕に生きた鎌田さんのお気持ちを引き継ぎ、

これからも社会を少しでもよくするためにワイズ運

動を続けて参ります。どうか安らかにおやすみくださ

い。そして私たちを見守ってください。 
利根川恵子 

 
 

（編集後記） 
 川越ワイズメンズクラブブリテン 21－2 8 月号を

お届けします。 
 今年の梅雨は例年になく長く、関東地方の梅雨明け

は 7 月２９日、平年より８日遅く昨年より３０日遅か

ったということです。そんな梅雨寒の中で開催されま

した第 28 回アジア太平洋地域大会ですが、たくさん

のワイズメンの熱気と行動力で大きな盛り上がりを

見せて幕を閉じました。 
 個人的には、最終日前日の深夜に母が緊急入院し、

最終の夜行バスで帰りました。残念ながら最終日は参

加できませんでしたが、大会初日まで関わることがで

き多くのワイズメンと交流できました。皆様にご心配

をお掛けしましたが、母はまだ CCU から出らないも

のの小康を得ています。これも皆様のおかげと深く感

謝いたします。 
 梅雨明け 10 日という言葉がありますが、8 月に入

って連日猛暑酷暑の予報が続いています。この夏空の

もと、川越クラブは新規 CS 事業に向けてのトライア

ウトを 8 月 27 日に計画しその準備にも精力的に取り

組んでいます。トライアウトの振り返りも兼ねて 8 月

31 日は納涼例会とし、アメリカン BBQ ガーデンにて

楽しいひとときを持ちたいと思います。皆様奮ってご

参加ください。 
利根川太郎 



2019/8/5
年 ⽉ 川越クラブ・埼⽟YMCA 関東東部 他部・他クラブ 東⽇本区 国際・YMCA

10⽇ ⼟ 国際半年報
15⽇ ⽊ 前期区費納期
20⽇ ⽕ わいわい⾷堂準備会
27⽇ ⽕ わいわい⾷堂トライアウト
31⽇ ⼟ 8⽉納涼例会 ＠川越モディ 関東東部部費納⼊ 北海道部⼤会 〜9⽉2⽇ユースアッセンブリー
未定 富⼠⼭部会
2⽇ ⽉ 〜6⽇アジア太平洋YMCA同盟⼤会（東⼭荘）
6⽇ ⾦ ユースボランティアリーダーズフォーラム
28⽇ ⼟ 9⽉例会：卓話「BF代表報告」⽐奈地康晴ワイズ
未定 沖縄湘南部会
5⽇ ⼟ 関東東部⼤会 東京江東クラブ30周年記念祝会
12⽇ ⼟ 関東東部レクリエーション（神⽥船の会） 東新部⼤会
19⽇ ⼟ 10⽉例会 あずさ部⼤会
26⽇ ⽊ 次期部⻑・事業主任研修会
2⽇ ⼟ 第2回役員会
4⽇ ⽉ 埼⽟YMCAチャリティラン
10⽇ ⽇ ワイズデー
14⽇ ⽊ RDEサミット ＠オハイオ州トレド
16⽇ ⼟ 第2回評議会
23⽇ ⼟ 埼⽟YMCAフェスティバル

30⽇ ⼟
埼⽟県内３クラブ合同例会 ＠ウエスタ川越＋エルミタージュ
卓話「フードバンク（仮）」⿊⽥さん

メネットの集い

未定 国際投票
8⽇ ⽇ 祈りの輪
21⽇ ⼟ クリスマス例会：リーダー参加
10⽇ ⾦ 各クラブ後期年報部⻑提出 各クラブ後期年報部⻑提出
31⽇ ⾦ 後期区費請求書発送
10⽇ ⽉ 国際半年報
15⽇ ⼟ 後期区費納期・各種献⾦納期 各種献⾦納期 後期区費納期
7⽇ ⼟ 次期クラブ会⻑・部役員研修会
13⽇ ⾦ 代議員会告⽰
31⽇ ⽕ （仮）バス旅⾏
10⽇ ⾦ 第3回評議会 代議員会議案締切
11⽇ ⼟ 〜12⽇第3回役員会
18⽇ ⼟
1⽇ ⾦ 代議員会議案送付
15⽇ ⾦ JEFエントリー締切
未定 ⽇本YMCA同盟協議会
5⽇ ⽕ 第4回役員会
6⽇ ⽔ 代議員会・第23回東⽇本区⼤会（⼗勝）
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