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クラブ会長主題
国際会長主題

「２０周年を次の２０年へ！！」
“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」

10 月の聖書
このように、わたしたちは信仰によって義とされたのだ
から、わたしたちの主イエス・キリストによって神との
間に平和を得ているのです。
（ローマの信徒への手紙 5 章 1 節）
Since have been justified through faith，we have peace
with God through our Lord Jesus Christ.
(Romans 5:1)

２０１９年９月の統計（９月３０日）
在籍10名 出席者８名
出席率 ８０％
卓話講師 比奈地康晴メン
生川美樹さん、大澤和子さん（所沢クラブ）ゲ
スト参加
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10 月

例会予告

日 時：10 月 19 日（土）午後 16:00 ～18:00
場所：川越ＹＭＣＡ
議題：１．卓話
「YFC 参加報告」
横川蓮菜さん（川越クラブがスポンサー
で参加）
「各国際大会報告」
吉田公代、利根川恵子
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．その他
ゲストとして、直前湘南・沖縄部長・佐
藤節子ワイズとお知り合いの中島久吉さ
ん（坂戸市在住）がお見えになります。心
から歓迎をいたしましょう。

９月例会報告
利根川 太郎
１．開会点鐘
２．ワイズソング「いざ立て」斉唱
３．卓話
比奈地康晴ワイズ 東京クラブ
「BF 代表アフリカ訪問報告」
去る４月２日から２６日まで、BF 代表として、
アフリカ・ザンビア、タンザニア、ケニア、ウガ
ンダの４カ国を訪問した比奈地ワイズから、ア
フリカ滞在中の貴重な体験を伺いました。各地

で YMCA および関連施設の視察、ワイズメンズ
クラブによる歓迎会、第２２回東南アフリカ区
大会および第１７回ユースコンボケーションへ
の参加、孤児院・児童保護施設等での CS 活動参
加、博物館・大学などの教育施設視察等々、幅広
い体験をなさったことを、スライドを映しなが
ら飄々と語っていただき、たいへん興味深いご
報告でした。それにしても長距離バス、飛行機、
マイクロバス、乗用車と様々な手段で移動した
距離を考えると、ワイズの結束力の強さをしみ
じみと感じました。また、アフリカのイメージと
して私たちはつい貧困と結びつけてしまいがち
ですが、見事に発展している都市部もあり、一面
的な見方を見直すべきであるとのご指摘や、中
国の資本がいち早く進出してアフリカの開発・
発展に貢献しているのを目の当たりにし、日本
の出遅れが懸念されるとのご意見など、現地に
行ってみなければわからないご洞察も伺い、た
いへん参考になりました。比奈地さん、ありがと
うございました。

家が走るかを吉野さんが確認。
② ボランティアとして参加するのは利根川
2 名。個人エントリーはなし。
③ 紅あかを２箱、十勝ワイズ野菜詰め合わ
せ（カボチャ、ジャガイモ、タマネギ）を１箱、
ラッフルの賞品として提供する。
④ １０月１６日の次回チャリティーラン実
行委員会には引き続き利根川恵子が出席する。
５）５）2020 年 3 月 31 日(火) 日帰りバス旅行
計画検討
① いすゞプラザの見積が JTB から出たが、
約３０万円と高い。切り詰められるとこ
ろを再度チェックする。
② 群馬のこんにゃくパーク、いすゞプラザ
のどちらがよいか YMCA に検討を依頼。
６）IBC・Salem Club の件
Salem YMCA 元総主事に連絡を取ったとこ
ろ、Salem Club の現会長への取り次ぎを約
束してくれた。IBC 交流を再開することが期
待される。今度は途切れないよう、連絡を密
にとることを確認。
７）献金の件
① 故鎌田政稔ワイズ夫人からお手紙と
１万円の献金
② 利根川恵子ワイズから卓話の謝礼
５千円の献金
③ どちらも特別会計に繰り入れる。

４． 連絡・報告
１）「わいわい食堂」の件
① 第２回を９月２９日（日）に実施
詳しくは本号の実施報告参照
② 第２回のための打ち合わせに吉野会長、
吉田、利根川、生川が参加。ワイズの協力
体制について、経費的な支援を提案した
が、伊勢代表から社会福祉協議会などの
補助金で対応可能と回答。今後の推移を
見ることとする。
２）関東東部部大会出席者確認
吉野、吉田、利根川太郎・恵子の４名
＊部大会後の江東クラブ６０周年記念例会
には生川さんも参加。吉野会長が江東クラブ
に連絡。
３）神田川船の会参加者確認
利根川太郎・恵子 ２名
４）第２０回埼玉 YMCA インターナショナル・
チャリティーラン 2019 の件
① 川越ワイズメンズクラブとして 1 チーム
エントリーする。吉野さんと 4 名（クローバ
ーの子どもたち）で 1 チームとするか、山本

８）１１月３０日 埼玉３クラブ合同例会の件
① 日時；11 月 30 日(土)15：00 から 18：00
② 会場；エルミタージュ
川越駅西口 川越市脇田本町 22-5
049-2436607
③ プログラム
・卓話
黒田和代さん
・フードバンクネット西埼玉代表
東裕二さん
・所沢クラブ会長・夢はうす主宰
富井佳織さん
・埼玉 YMCA リーダー、JICA 海
外青年協力隊員として 12 月か
らザンビアに派遣
・部長訪問
・生川美樹さん入会式
④ その他
・会場貸切りの条件が 25 名以上の団体で
す。参加者が 25 名以上になるようにご協
力をよろしくお願いします。

９）2018 年度決算及び 2019 年度予算
① 2018 年度決算報告及び 2019 年度予算
② ファンドについて
・紅あかは、税率 10％引上げに伴い生産
者から 5kg10kg 共に税込み 100 円の値
上げの連絡があった。郵送料については
未定。10 月 19 日(次回例会)までに決める
ように働きかけている。
・ファンド繰越金 約 118 万円(いも菓子
ファンド含む)
１０）その他
① ワイズポテト
・十勝ワイズのファンド事業
・予約４箱
ジャガイモ、タマネギ、カボチャ
・チャリティーランのラッフル景品
・わいわい食堂の食材
・１１月例会で購入にご協力を
② アースデイ川越について
今年度は連絡がうまく取れず参加はでき
なかった。来年度以降のかかわり方を検
討する。
③ 所沢クラブ移動例会
日時；10 月 12 日(土)
場所；浅羽邸 与野駅東口徒歩 15 分
卓話；見沼田んぼ保全活動について
④ チャリティーラン
11 月 4 日(月) チラシ配布
⑤ YMCA フェスティバル
11 月 23 日(土)11：00～15：30
所沢センター
⑥ YMCA 東山荘年末年始家族パーティー先
行予約
・2019 年 12 月 30 日～2020 年 1 月 3 日
・1 泊 2 食(プログラム含む)10,300 円～
⑦ 川越まつり会場クリーン活動
・開催日；2019 年 10 月 19 日 20 日
・申込先；渡辺 Tel/Fax049-242-4322
菊地携帯 080－5546－2362
Email;kikum.autumn@gmail.com
５．次回例会
10 月 19 日(土)16：00
川越 YMCA
・川越クラブがスポンサーとなって YFC に参
加した横川蓮菜さんの卓話を予定しています。
また、坂戸市在住の中島久吉さんもご参加い
ただきます。吉田さんと恵子の各国際大会参
加報告も予定しています。たくさんの楽しい
お話が聞けると思いますので、家族、友人、知
人をお誘いの上ご参加ください。

わいわい食堂報告
利根川 恵子
第 2 回わいわい食堂が開催されましたので、以下の
とおり報告いたします。
① 実施日時
2019 年 9 月 29 日(日) 12:00～15:30
② 会場: 埼玉ＹＭＣＡ川越センター
③ 参加児童： 9 名(うち保育園児 1 名)
④ ボランティア
・わいわい食堂代表
伊勢 国望さんほか 2 名
・川越ワイズメンズクラブ
山崎、吉田、河合、利根川
・川越センター職員 (河合)、木本
⑤ プログラム
10:00 ボランティア集合、打ち合わせ、
会場設営・調理開始
11:45 受付、名札作り(2 階)
12:10 開会、自己紹介、昼食(ミートソー
スパスタ、ポテトサラダ、麦茶)
13:00 学習タイム(各自で持参した教材
を学習)
13:45 すごろくタイム（SDGs すごろく）
14:15 体験タイム（ストローロケット、
LED ライトがつくかな？（手作り導通チ
ェッカーで実験）
15:00
おやつタイム、振り返り（アンケ
ート記入）
15:30
閉会
⑥ フィードバック
・日曜日は家族で予定があるのか、参加者
が少なかった。実施日の検討が必要。
・前回の反省を生かし、プログラムを減ら
してゆったりと実施。振り返りの感想で
も楽しかったという児童がほとんど。
・学習タイムでは、漢字ドリル、計算ドリ
ルを持参した児童が多く、特に教科の指
導の必要は無かった。何も持参しなかっ
た子どもたちも、読書をした。
・体験タイムの内容と教材は、利根川の知
人の小学校理科教師が提供してくださっ
た。感謝である。とても好評だったので、
今後もプログラムの一つとして継続する
ことも考えられる。
・調理については、ジャガイモを予めゆで
て持参、ミートソースはレトルト食品を
使用、と工夫したため、手際よく準備がで
きた。それでも用意する量がわからず、当
日追加でパスタとミートソースを購入。
今後の計画の課題。
・今後は中学生も募集し、学習の遅れなど
のフォローができないか検討することも
考える。

⑦ 第 3 回「わいわい食堂」
日時：2019 年 11 月 25 日(月)
15:30~18:30
会場：埼玉ＹＭＣＡ川越センター
募集人数：小学生 15 名
内容：夕食(クリームシチュー、ロールパ
ン)、学習タイム(宿題等)、体験タイム（お
もしろ理科実験等）

連続特別寄稿：シアトルだより

２

森下 千恵子
夏の間眠っていたようなシアトルの街も９月を迎
えると学校が始まり急に活気づいてきます。
シアトル生活もこの原稿が掲載されるころには３
か月を迎えます。限られた期間を毎日大切にと愛しん
でおります。あと１、２年いたいところですが現実に
はそうもいきません。
シアトルに着いて、思いの外ここの生活にすぐ溶け
込むことができたのは、ホームスティ歴１０年のメリ
ンダ・ルナのサポートのお陰とも言えます。メリンダ
は法律事務所のパラリーガル（今話題の）をしていま
す。彼女は、シアトルで最初に必要な三つのこと、つ

まり携帯電話と通学定期に当たるオルカカード、銀行
口座の手続きを真っ先に手伝ってくれました。これは
日本を発つときから心配していたので大変助かりま
した。そして買い物の場所等の案内などとても慣れて
いてまさに痒い所に手が届く対応でした。私のスティ
先の女主人メリンダことミンディは４３歳でパート
ナーのノエル（多分５０歳前半くらい）と暮らしてい
ます。あと中型犬のピーナッツと猫のガフィールドが
います。家はフェデラルウェイの緑ゆたかな静かな住
宅街にあり、韓国スーパーの H マートとウォルマート
が徒歩圏にありとても便利です。
この辺りは大抵の家の裏にバックヤードがありハ
ミングバードやブルージェイ（本当にきれいな青色で
す）など美しい鳥が飛んで来たり、リスやウサギの姿
を見たりすることができます。
ホームスティ先にはどの家もそれぞれにハウスル
ールがあり、我が家は７ページに及ぶハウスルールが
あります。その量には驚きましたが、まあ読んでみれ
ば、常識的なことばかりです。それだけここの主が若
い学生の対応に苦労してきたことが忍ばれます。ただ
少し困惑したのがバスルームについてで、朝５；３０
～６：００、そして６：４５～８：００まで彼らのシ
ャワータイムだと書いてあるのです。朝トイレに行け
ないじゃないか！ 段々にタイミングがつかめてき
ましたしが、最初はつらかったですね。バスタブがな
いのは想定内といいますか、諦めがついたのですが、
やはり日本式にトイレとバスは分けた方がいいと思
う事しきりです。
ミンディは大変きれい好きです。水回りを使うとき
は特に気を使います。最初の頃はシャワーの後、バス
タオルでバスタブをふき取っていたくらいです。洗面
台は必ず水撥ねをふき取ります。
「モール（カビ）が生
えるわ。
」と注意されてしまいます。ドイツ人の知人が
いる私はまるでドイツだとつぶやきます。アメリカだ
けどドイツ気分を味わえるとは一粒で二度美味しい。
そして食事はイギリスのように野菜をくたくたにな
るまでスチームドして全く味がない。これは、さらに
イギリスも体験できるというわけです。実際にミンデ
ィの家はイギリスとスカンジナビアの血を引いてい
ると言っていました。ミンディはくたくた野菜にバタ
ーを落として食べます。我々がお醤油をつけるのと同
じ感覚かなと思ったりします。私は少量のお塩をかけ
て頂きます。くたくたでも野菜がある日はほっとしま
す。
台所が汚れるのでオーブンの中はアルミホイルで
覆い極力使わない。マイクロウェーブは必ずペーパー
タオルを敷き容器は跳ねを防ぐためペーパータオル
で覆う事、サランラップは人体に悪いから絶対に使わ
ない、お皿が汚れるので紙皿で夕飯を食べる。実際に、
今日は疲れたとか忙しいとかジャンクフードの紙袋
を夕飯に出されることは多いです。食事についてはど
の国の留学生も不満を言っています。お金儲けで学生
には粗末な料理を供しているのなら別ですが、彼らも
同じ食事をしているのだから仕方ありません。
私も変わっているのか、ミディのきれい好きにすぐ

順応してしまい食事以外は我が家でも真似たいくら
いです。まあ、無理でしょうけど。
語学学校の生徒は基本ホームスティです。若い学生
のほとんどがスティ先を出たいと言います。中には本
当に配慮のないお家もあると思いますが、大抵理由を
聞くと干渉されたくないと言うのです。語学学校は最
初に想像していたのと違って読み書き文法の授業が
中心なので、ホームスティは会話力を養い、こちらの
家庭を体験できるまたとないチャンスだと私は思い
ます。怠惰な私は主婦業から解放され、たまにスティ
先の家事を手伝っても楽なもんです。それで喜ばれコ
ミュニケーションができればお安いものです。でも若
い学生は食事のことにしても、自炊できないのに家を
変えれば解決できると思うようです。私がホームステ
ィ先を変えないのは運がいいとも言えますが、やはり
若い学生がこの家に来たら出たいというかもしれま
せん。
つまるところ、ホームスティに慣れたのは英語力よ
り仕事の経験と家庭人としての生活スキルなのかも
しれません。下世話な私にはこちらの家族模様も大い
に興味をそそられます。それは次回に。

ハウスルール

ミンティの家

YMCA 報告
河合 今日子
＜埼玉 YMCA インターナショナル・チャリティーラ
ン 2019 参加者募集＞
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。今回は第 20 回大会になります。
今まで以上に多くの皆様にご参加いただきたいと考
えております。
今年も、チームラン（1 チーム 5 名によるタスキリレ
ー）の他、個人ランやウォーキングがあります。最大
6 周（1 周約 0.9ｋｍ）のうち、周回数は自分で決めら
れます。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。皆様の積極的なお声がけをお願いいたしま
す。また、当日の川越のグループ活動「トースター」
のサポートもよろしくお願いいたします。
詳細は、以下をご覧ください。
http://www.saitamaymca.org/information/pdf/2019/
20190925charity_run.pdf

私の部屋

＜埼玉 YMCA フェスティバルを開催します＞
11 月 23 日（土・祝）11 時～15 時半まで所沢センタ
ーにて、埼玉 YMCA フェスティバル・会員大会を開
催します。 川越センターの中高生は、昨年好評だった
「川越おめん製作所」を出店します。 ご家族、お知り
合いをお誘いの上、ぜひお越しください。
なお、フェスティバルの収益金は、ボランティアリー
ダー育成や地域貢献活動に使用させていただきます。
第１報は、以下をご覧ください。詳細は、11 月ブリテ
ンにてお知らせします。
http://www.saitamaymca.org/information/pdf/2019/
20190923ymca_festival.pdf

