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クラブ会長主題
「東日本区大会主催をクラブの躍進に活かそう」
国際会長主題
「Mission with Faith 信念のあるミッション」
アジア会長主題
「Through Love, Serve 愛をもって奉仕しよう」
東日本区理事主題 「Stand at the origin and take a step for the future 原点
に立って、未来へステップ」
関東東部部長主題
「チェンジ」

8月
地の続くかぎり、種蒔きと刈り入れ、寒さと暑さ、
夏と冬、昼と夜とは、やむことはない。
（創世記 8
章 22 節）
“As long as the earth endures, seedtime and
harvest, cold and heat, summer and winter, day
and night will never cease.”Gnesis8-22)

２０１５年７月の統計（７月１８日）
在籍１１名 出席者５名 出席率４５％
８月例会のお知らせ
日時：８月２９日(土）午後４：００～
場所：埼玉ＹＭＣＡ 川越センター
卓話:「ＹＭＣＡの現状と将来について」
ＹＭＣＡの幹部の方を予定しています。

７月定例会報告
埼玉３ワイズ合同例会のご報告
吉田 公代
去る７月１８日(土)、埼玉クラブ本拠地のさいたま
市小峰ビルの「ちきん亭」で夕方６時から埼玉３ワイ
ズ合同例会が開催されました。
合同例会の出席者は埼玉クラブ 6 名、所沢クラブ４
名、川越クラブ５名とそして、ゲストは鈴木雅博関東
東部部長、小松重雄関東東部書記、香取良和関東東部
会計補佐、相川達男東日本区地域奉仕事業主任、篠田
秀樹元関東東部会計と江東クラブから５名、世田谷ク
ラブの太田勝人さん、宮原さん、むかでクラブから吉
田紘子さん、AYC 参加ユースの金子彩名さんと埼玉
YMCA 小谷主事と総勢２５名とにぎやかな例会とな
りました。

開会点鐘に始まり、会食を挟んでのゲスト紹介、部
長訪問も兼ねていました。
部長方針、AYC 参加の金子さんの意気込み、また三
浦雄二さんの再入会のお祝いを読んだ水無瀬さん、江
東クラブの粋なワイズメンの 2014 年の区大会の反省
を踏まえた 2017 年区大会への事前準備等貴重なご意
見を伺うことができました。また、東裕二さんが所沢
クラブに入会のすることになり、急きょ入会の挨拶を
するサプライズがありました。
同じ思いを持った人たちが、和気あいあいと集うこ
とに例会の楽しみがあると思います。
楽しかった例会でした。
世田谷クラブの太田勝人さんが披露してくださった、
サムエル・ウルマンの「青春の詩」
これも、良かった～、感動しました。
盛会のうちにお腹一杯、ほろ酔い気分で、終了しまし
た。

関東東部 2015-2016 年度第一回

評議会報告

吉野 勝三郎
7 月 25 日（土）午後 東京ＹＭＣＡ東陽町センター
で開催され、川越クラブ会長として出席しましたので、
報告します。
新年度の部長は、東京江東クラブの鈴木雅博メンで
す。当日の朝、仕事でベトナムから帰国したばかりと
いうことでした。次期部長は、茨城クラブの片山啓メ
ンです。茨城クラブでは、今年から“ブルーベリー”
の販売を始めました。私は、早速注文して食べてみた
ところ、非常に甘く美味しかったです。我々の“紅あ
か”増販のためにも、皆さんも次年度はどうぞ購入し
てみてください。
部長主題は「チェンジ」です。今年の第 19 回部会
は、10 月 3 日（土）午後 1：30 受付、
“清澄庭園内大
正記念館”で開催されます。ゲストの講演は、元日本
区理事・京都キャピタルクラブ岡本尚男メンです。鈴
木部長のたっての希望で講師が決定したと聞きまし

た。どうぞ、多くのメンバーで参加しましょう。アト
ラクションは、服部真湖さんによる日本舞踊です。
議案は、決算・予算以外に、次の二つの議案が承認
されました。
－提案主旨：前期に部創立 20 周年の記念事業費とし
て 20 万円を予算化したが、関東東部 20
周年において行う記念事業について検
討する委員会を立ち上げたい。
提案内容：委員長に次期部長片山啓氏を推薦し、数
名の委員の指名は委員長に一任する。委
員会は 20 周年を迎える 2017 年において
どのような記念事業を行うか今年度の
第 2 回評議会（2015 年 11 月）までに提
案する。
－提案主旨：部則・細則改正検討委員会を設置し、次
次期部長選出等の規則を見直したい。
提案内容：これまで関東東部部長を、チャーター順
に輪番制で選出してきました。しかし、
難しい状況にあるクラブもあることか
ら、次次期部長の選出、任期等部則を見
直し、部長選出の検討、その他にも、評
議会における委任状等も検討委員会で
協議し、第２回評議会までに改正案を提
出したいと思います。検討委員会には、
部長経験者より、香取さん（江東）・佐
野さん（グリーン）
・村杉さん（北）
・利
根川さん（川越）・金丸さん（ひがし）
の 5 名とする。
今年度あと 2 回の評議会は、今年 11 月 14 日（土）
と来年 4 月 16 日（土）ですので、役員の方は今から
カレンダーにマークしておいてください。
当日の、川越クラブからの出席は、利根川恵子（東
日本区次期理事）、森下千恵子（部の国際・交流事業
主査、クラブ書記）
、吉田公代（クラブ会計）
、吉野勝
三郎（クラブ会長）でした。
（敬称略）

ＤＢＣ・北九州クラブとの絆を深めたアジア地
域大会
利根川 恵子
７月３１日（金）から８月２日（日）にかけ、京都
ウェスティン都ホテルで行われた、ワイズメンズクラ
ブ国際協会第２６回アジア地域大会に参加しました。
本大会の参加者はワイズメン・ウィメン・ＹＭＣＡ関
係者が９１４名、ユースが５０名とのことでした。
今回のハイライトは、ＤＢＣである北九州クラブと
のコラボです。北九州クラブの宮川詩麻（田中万知子）
ワイズと宮﨑郷子ワイズのご協力により、埼玉ＹＭＣ
Ａ４０周年記念募金クッキーを北九州クラブのクッ
キー、石炭あられとともに同じブースで販売させてい
ただき、５０個を完売することができました。宮川ワ
イズ、宮﨑ワイズは、ブースの予約、プラカードや値
段表などの準備もしてくださり、こちらは便乗販売の
感じでした。感謝です。少しばかりのお返しは、宮川
ワイズの著書「幸せになっていいんだよ」の販売に鋭

意協力したことでしょうか。

また、２日目のエクスカーションでは、会場のホテ
ル内で行われる「縁日」を選んだのですが、「なるべ
く浴衣を着て参加してください。」という主催者の依
頼に応え、夫は甚平を新調し、私は、何年も着ていな
い浴衣をクローゼットから引っ張り出して持参しま
した。しかし、浴衣の着付けもすっかり忘れてしまい、
着付けの専門家である宮﨑さんに、ひもや伊達巻き、
帯板などの小物が不足する中、きれいに着付けていた
だきました。早速フェイスブックにアップしたところ、
たくさんの方から「いいね」をいただきました。

アジア大会自体もたいへん素晴らしい内容で、一日
目の基調講演は、宇宙飛行士・みらい館館長の毛利
衛さんの「宇宙からのプレゼント」というタイトルで
の講演でした。宇宙から見た地球には全く国境線など
無く、 “international”というよりも“global”という
考えで行動することが大切という結びには感慨を覚
えました。
夜のＰＡＰナイト（直前アジア会長主催晩餐会）で
は、京都五花街の芸妓さん、舞妓さんの舞踊が披露さ
れました。普段は違う花街の芸妓さん、舞妓さんが、
一つの舞台で踊ることはないそうですが、ここでは
「祇園小唄」に合わせ、それぞれの花街での振り付け
で踊って楽しませてくれました。その後もフロアでテ
ーブルを回り、写真撮影や雑談にも応じてくださり、
参加者は京都の雰囲気を満喫しました。
二日目は午前中に４つの分科会があり、私は「ＹＭ
ＣＡとの協働」がテーマの第１分科会で通訳をさせて
いただきました。ウィッチャム国際会長、山田公平・
アジア太平洋ＹＭＣＡ同盟総主事、アルバート・リ
ー・ハワイ地区メトロ部部長（ヌウアヌ・クラブ）、

ウランバートル・クラブ・Javkhlantugs Ganbaatar
ワイズ（兼モンゴルＹＭＣＡ職員）がまず発表をして
から、意見交換を行い、ＹＭＣＡとの協働は単にお互
いが支援するだけではなく、一緒に事業をすることが
大事との意見が大勢を占めました。
午後のエクスカーション後、アジア地域会長主催晩
餐会では、ユースの元気なパフォーマンスに続いて、
恒例のカルチャー・ナイトが繰り広げられました。東
日本区は東京江東クラブの鈴木雅博・関東東部部長が
見事な獅子舞を見せ、喝采でした。その後、
「手のひ
らに太陽を」を合唱しました。
最終日は、分科会報告、ユース報告、ＩＢＣ・ＤＢ
Ｃ締結式、第７２回国際大会のプロモーションがあり、
「蛍のひかり」を歌ってお別れとなりました。
私事ですが、ＢＦ代表派遣でお世話になった直前国
際会長のパラティンカル夫妻や国際書記のフィリッ
プ・チェリアンさんとの再会および東日本区からの参
加者が少ないとのことで動員された夫の参加と、たい
へんうれしく楽しい思い出がたくさんできた大会で
した。
そして、何よりも遠い親戚との再会のような、北九
州クラブの宮川さん、宮﨑さんとの３日間は、ＤＢＣ
の絆を強め、さらに今後の交流への期待が膨らむ時間
となりました。今年は、ぜひ川越クラブから北九州ク
ラブの訪問をかなえたいと思います。

紅あか農家

高橋直子さん宅

訪問

山崎 純子
７月２３日午後３時、YMCA 川越センター集合、吉
野会長、鎌田ワイズ、山崎の３人で今年度より紅あか
金時をお願いする農家、高橋さんのお宅を訪問しまし
た。この１０年以上の長い間お願いしていた武直園が
紅あかの植えつけを大巾に縮小するため、川越ワイズ
への対応が不可能になったためです。
シーズンオフなので目印の旗が出てないため、家を
捜すのに少し手間取りましたが何と武直園のすぐ真
向かい。驚くやら安心するやらでした。
高橋さんは１０代近く続く農家。彼女は主婦でもあ
り経営者でもあります。故工藤徹ワイズが取引してい
た高橋さんは彼女の伯父様でもあります。ご自身は現
在の川越総合高校、前川越農業高校の出身で頭の先か
らつま先まで農業に従事しているしっかり者の女性
とお見受けしました。
これまでも武直園への注文をサポートしておられ、川
越ワイズへの出荷については既によくご存知でした。
早速これまでの細かい内容について検討を始めま
した。サイズ、価格、配送（いもの子作業所による）
、
不良品がでた場合への対応、期日指定の配送等、これ
までと同じ方法を受け入れてくださり一同一安心し
ました。
紅あか金時は大変デリケートな品種なので保存に
ついては購入者に理解が必要です。これまでに何度か
トラブルがありました。高橋さんは保存について説明
書を同封している由。川越ワイズもこれを作成するこ
とにしました。サンプルとして高橋さんが作成したも
のをお送りいただくことにしました。期日指定の配送

料も川越ワイズの取り扱い値で送っていただけると
の事。全て今まで通りで明るい見通しがもてました。
彼女の話から武直園さんの意外な一面を知りまし
た。彼は電話の応対が「はーい、武直園でーす」との
どかな声で話し、支払いについても実に大まかだった
ので大らかな農業経営者と思っていたのです。ところ
がたいへん細かな方で、一箱何種類ものお芋をパッキ
ングする仕事を何件もこなしているそうです。箱詰め
は彼でなければわからない仕事で、芋掘りは奥様を始
め家族の仕事だそうです。私は長い間彼の性格を間違
って思いこんでいたのでびっくり。イメージが全くか
わりました。
今年の紅あかファンド事業もこれまでと変わらぬ
運営におおきな安堵を抱き、夕方のゆったりとした農
家の続く道から川越の
町の喧噪へと帰途につ
きました。

YMCA 報告
【報告】
7/18(土)

放デイ特別プログラム「第 2 弾ボードゲ
ーム大会」＠川越センター
7/23(木)～通常クラス閉講 ＊但し放デイは開所
7/24(金)～8/8(土)ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｻﾏｰﾌﾚﾝﾄﾞｼｯﾌﾟｷｬﾝﾌﾟｲﾝｵﾚｺﾞ
ﾝ（参加者 24 名）
7/25(土)～8/25(火) 放デイ夏休み特別プログラム
7/31(金)～8/15(土)ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｻﾏｰｱﾒﾘｶﾝﾗｲﾌｲﾝｼｶｺﾞ（参加
者 15 名）
8/15(土)～8/19(水) パンガシナン YMCA スタッフ・
エマーソン埼玉ＹＭＣＡ滞在
8/18(火)～8/20(木)Big Smile サマーキャンプ＠東山
荘
8/18(火)～8/21(金)富士登山キャンプ
【予定】
8/27(木) ブルガリ職業体験プログラム
9/1(火)～通常クラス開講
9/17(木)
聖書研究会
9/26(土)
埼玉ＹＭＣＡフェスティバル
9/27(日)
トースター&小江戸Ｙキッズ 9 月活動
先日、センター近くでフリースペースアンダンテの
元メンバーＫ君のお母さんと遭遇しました。当時、中
３だったＫ君も専門学校を卒業し、今は東京で一人暮
らしをしながら音楽の道でアシスタントとして働い
ているそうです。他のメンバーも気になり尋ねてみる
と、Ｅさんも介護の資格をとり高齢者施設で働き、
近々結婚するとのことでした。当時、日々悩み続けな
がら自分の居場所を求め、ＹＭＣＡで共に時間を過ご
していた彼らが、今は立派に成人し、社会生活をおく
っていることを知り、大変嬉しく思いました。
フリースペースアンダンテ立ち上げ当初から現在

の特別支援教育プログラム「クローバー・トースタ
ー・グリーン」の活動をお支えていただいている川越
ワイズメンズクラブの皆様のご支援、ご協力にあらた
めて感謝いたします。

～会費振込のお願い～
★ 郵便局からの送金の場合は

送付先 ゆうちょ銀行
記 号 １０３００
番 号 ６１２８１３７１
口座名 カワゴエ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は

店 番 ０３８
種 別 普 通
番 号 ６１２８１３７
口座名 カワゴエワイズメンズクラブ
以上のとおりよろしくお願いします。

【訃報】
病気療養中の五十棲修さんが、7 月 1 日に召天さ
れました。８３歳でした。
次男の五十棲晴之さんからのメールで知りまし
た。心からお悔 やみ申し上げます。
五十棲メンは、川越クラブ会長だけでなく、関東
東部部長も務められ、大変熱心にワイズメンクラブ
の活動に参加されました。その裏には、熱心なキリ
スト教信仰がありました。取り急ぎお知らせします。
機会を見て、ご遺族を訪問したいと考えています。
（文責 吉野勝三郎）

＝＝＝＝ 編集後記 ＝＝＝＝
今年の夏は大変暑い夏でした。
（暦の上では秋です）
暑い中アジア地域大会大変お疲れ様でした。参加す
ることはできませんでしたが Facebook でたくさんの
素敵な写真を拝見しました。舞妓さんの写真もあって、
やっぱり京都はいいですねぇ。
８月は行楽のシーズンですが、二つの原爆の日があ
り、今年は戦後 70 年ということで首相の談話等も話
題となりました。
私も宮内庁の公開した玉音放送の原盤を初めて聞
きました。
今年は特に戦後 70 年ということもありましたが、
この時期は、原爆忌、終戦記念日、お盆ということで、
戦争と平和、生と死について考える時期でもあります。
忘れてはいけないことだと思います。
このブリテンを編集しているときに、五十棲修メン
の訃報を知りました。一度しかお会いしたことがあり
ませんが、大変温厚な感じの紳士でまたお会いするこ
とを楽しみにしていただけにとても残念でした。でも
お会いできて本当に良かったと思います。
心よりご冥福をお祈りいたします。
C.M

