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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」

会 長
副会長
会 計
書 記

Chartered 1998
吉野 勝三郎
松川 厚子
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5 月の聖書
聖書はすべて神の霊の導きの下に書かれ、人を教え、戒
め、誤りを但し、義に導く訓練をするうえに有益です。
こうして、神に仕える人は、どのような良い業をも行う
ことがでいきるように、十分に整えられているのです。
（テモテへの手紙Ⅱ3 章 16・17 節）
All Scripture is God breathed and is useful for
teaching, rebuking, correcting and training in
righteousness, so that the man of God may be
thoroughly equipped for every good work.
(Ⅱ Timothy 3:16-17)

２０２０年５月の統計（5月16日）
在籍11名 出席者10名
出席率
91％
Zoomによるウェブミーティング

２０２０年

6月

例会予告

日時：6 月 27 日（土）16：00～18：00
会場：川越ＹＭＣＡ
6 月例会は対面での会議を基本とします。卓話等の
行事は設けないで、活動予定と予算を議題にします。

5 月例会報告
利根川 太郎
開会点鐘
ワイズソング「いざ立て」斉唱
ワイズの信条
議事・報告
川越クラブ 2019-2020 活動報告
川越クラブ次期役割分担
会長：吉野 勝三郎
副会長：松川 厚子
書記：利根川 太郎
会計：山崎 純子
直前会長：吉野 勝三郎
地域奉仕・Ｙサ：利根川 太郎
メネット：吉田 公代
国際・交流：森下 千恵子・生川 美樹
ユース：山本 剛志郎
担当主事：河合 今日子
・部以上の委員・役員
ＬＴ委員：山本、利根川ﾀ
区会計：利根川ｹ、副会計：吉田
アジア太平洋地域書記：利根川ｹ
国際ＩＢＣ事業主任：利根川ｹ
(3) 川越クラブ 2020－2021 活動案
・紅赤チャリティ
量目や品種等を次回以降の例会で検討する。
目標は 50 箱ぐらい（昨年 58 箱）
・芋がしチャリティ
大きな大会がないとなかなか売れない。
今年は 50 袋くらいが目標。
1.
2.
3.
4.
(1)
(2)

(4) 6 月例会
期日：6 月 27 日（土）16：00 から 18：00
場所：川越ＹＭＣＡ
対面による会議
(5) ア－スディの参加について
・アースディがどのような方向性を持っている
のかを見極める必要がある。
・小谷総主事が委員会にコンタクトすることに
なっているが、その後の連絡が無い。
・大黒屋さんが委員長なので、コンタクトを取
ってみるべきではないか。
(6) 代議委員会開催方法について
紙上代議員会とする旨連絡があった。
(7) 会員の近況報告
山本メンより
・キングスガーデンは仮設住宅での介護支援提
供が始まっている。入所者は 60 名で、半分くら
いの規模。
・2022 年 4 月に新しい本施設が鶴ヶ島に完成予
定である。
5. ＹＭＣＡ報告
今週は、オンラインで体操教室や英語教室が始
まっている。川越と浦和のスタッフが対応して
いる。
6. 閉会点鐘

ＹＭＣＡ報告
河合今日子
＜6 月からの事業再開についてのご報告＞
政府による緊急事態宣言の解除を受け、以下の通
り 6 月から事業を実施いたします。
・所沢センター
▽成人水泳
・フリースイミング(アーリー含む)は 6/1(月)から再
開します。
・レッスンクラスは 6/8(月)から再開します。
・日曜日のフリースイミング並びにファミリースイ
ミングは 7/5(日)から再開します。
▽子ども水泳
・6/8(月)から再開します(送迎バスは 6/22(月)から)。
▽成人フロア
・6/8(月)から再開します。
▽子どもフロア
・6/8(月)から再開します(送迎バスは 6/22(月)から)。
▽成人英会話
・6/1(月)から再開します。
▽子ども英会話
・6/1(月)から再開します(送迎バスは 6/22(月)から)。
▽クローバー
・6/1(月)から再開します。

▽プリスクール
・6/1(月)から再開します。
▽Kids Academy
・6/1(月)から再開します。
▽Adventure Kids
・6 月から再開します。
〇小規模保育室こぐま
・行政通知に準じて実施します。
〇キッズクラブ
・行政通知に準じて実施します。
-------------------------------------------------------------------・浦和センター
〇放課後等デイサービス
・行政通知に準じて実施します。
▽成人英会話
・6/1(月)から再開します。
▽子ども英会話
・6/1(月)から再開します。
▽成人絵画
・6/1(月)から再開します。
▽子どもアート
・6/1(月)から再開します。
▽浦和 Y-Kids
・6 月から再開します。
-------------------------------------------------------------------・川越センター
〇放課後等デイサービス
・行政通知に準じて実施します。
▽成人英会話
・6/1(月)から再開します。
▽子ども英会話
・6/1(月)から再開します。
-------------------------------------------------------------------・こばと児童館
〇行政通知に準じて開館並びに事業実施をします。

＜Wi-Fi 購入のためのご寄付を
ありがとうございました＞
日頃 YMCA に通っていた子どもたちは、突然の休
校が 3 ヶ月も続く中で、大幅に行動が制限され、生
活リズムを崩しがちでした。
その生活リズムを整える、いつも会うメンバーや
リーダーとリラックスして過ごす等の目的から始ま
った川越のクローバーオンライン支援には、5 月に
延べ 100 名以上の子どもたちが参加しました。最初
は ZOOM 操作に戸惑い緊張していた子どもたちも、
今ではオンラインだからこそできる趣味の紹介や家
族やペットの紹介などを楽しみながらリラックスし
て参加しています。
安全のために YMCA に来られない子どもたちが
多い中、川越ワイズの皆様のご支援でこのような場
を安心して提供できるオンライン環境を整えていた
だきありがとうございました。

＜Y の仲間とラジオ体操のお誘い＞
突然の学校休校から、先の見えない状況が続き、
「夜遅くまで起きて、朝起きれない」
こども達の生活リズムの崩れに危機感を感じてい
ました。これでは、学校が始まってからも大変だ！
そこで、5 月から「オンラインラジオ体操」をしよ
うと、
ZOOM というソフトを使って続けてきました。
参加した人からは、
「みんなの顔が見えるとがんば
れる」「一人でラジオ体操をするよるよりも楽しい」
という好評を頂き、5 月末までとしていた期間を延
長し、6 月も毎日実施することにしました。
「起きれた人が、自由に参加できるというのんび
りした企画です」
皆さまも、よろしければ一日のスタートを一緒に
きりませんか。お待ちしております。
「Y の仲間とラジオ体操」
https://us02web.zoom.us/j/7707886206?pwd=cTlN
UkhsdnFFZnFUNjY4dnBYazd1UT09
ミーティング ID: 770 788 6206
パスワード: saitamay

編集後記
令和 2 年 6 月号の川越クラブのブリテンをお
届けします。
世界では、怒りと憎しみを増幅するような言
動をする指導者と言われる人々がいます。その
一方で、連携を模索して互いに理解しよう尊敬
し合おうという人たちもいます。このような時
だからこそ、ワイズメンズクラブの理想主義を
心にとめて、後者の仲間でありたいと願ってい
ます。
日本では、コロナウイルスによる緊急事態宣
言は解除になりましたが、人出とともに感染者
数の増加があり、第 2 波の襲来も懸念されま
す。
「新しい生活様式」と言う言葉が各所で聞か
れて、以前の生活には戻れないことを多くの皆
さんが肌で感じているのではないでしょうか。
私も、週 3 日の出勤と 2 日のテレワークに移
行しました。4 月から 2 ヶ月近くに及ぶ毎日のテ
レワークでなまった体には、久しぶりの電車通
勤は堪えます。それにしても、日ごとに通勤客

が増えて、学生が戻って以前と変わらない満員
電車になるのも目と鼻の先のようです。
川越ワイズメンズクラブは、5 月の例会をネッ
トミーティングの形で再開することができまし
た。時間も限られて、慣れないモニター越しの
例会ではありましたが、会員の皆さんの元気な
様子をお互いに確認することができました。
次回の例会では、直接お目にかかっての例会
となりました。感染予防をしっかりして、直接
お話しできるのが本当に楽しみです。早くこの
感染が収束して、様々な活動が再開できること
を祈っています。
利根川太郎

