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クラブ会長主題: 「埼玉ＹＭＣＡを支援しよう！」
国際会長主題: “ VALUES, EXTENSION and LEADERSHIP”
「価値観、エクステンション、リーダーシップ」
アジア太平洋地域会長主題:

“ Make A Difference ”

「変化をもたらそう」
東日本区理事主題:

“Let’s enjoy Changes.”
「変化をたのしもう！」

関東東部部長主題
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「学びと親睦を糧に外へ向かおう！」

3 月の聖書
私達の福音があなたがたに伝えられたのは、ただ言葉だ
けによらず、力と、聖霊と、強い確信とによったからで
す。
（テサロニケの信徒への手紙一 1 章 5 節）
Because our gospel came to you not simply with words
but, but also with power, with the Holy Spirit and
with deep conviction.
(Thessalonians 1, 1:5)

２０２０年２月の統計（２月２７日）
在籍10名 出席者９名
出席率
90％
ゲスト Zoom参加
・藤井寛敏さん（東京江東）、大久保知宏さん
(次期理事・宇都宮)、衣笠輝夫さん（次期
区書記・埼玉）、中村義春さん（北海道部部
長・十勝）、大澤和子さん（次期関東東部部
長・所沢）、曽我部久さん（DBC北九州）、
池田正勝さん（十勝）
・クマールさん、パニさん他ハイデラバード
クラブメンバー

２０２１年 ３月 例会予告
日時：3 月 27 日（土）16：00～18：00
場所：Zoom ミーティング(川越 YMCA)
・リーダーとの交流会 16:00～17:00
卒業リーダー
青柳航さん
倉野尾恭平さん
小久保美羽さん
・リーダーのＹＭＣＡ活動報告、学んだこ
とや感想、今後の抱負など
・オンライン活動の体験
・報告と議事 17:00～18:00
・Zoom による参加を原則とし、川越ＹＭＣＡ
に会議室を設定してハイブリッドで開催
します。

２月例会報告
利根川 太郎
会場；川越ＹＭＣＡ
日時；2 月 27 日(土)16：00～18：00
1. 開会点鐘
2. ワイズソング「いざ立て」
3. ワイズの信条

4. ゲスト紹介
(1) 卓話者紹介
岩澤勝己さん 1960 年川越生まれ。
脚本家（映画『借王』シリーズ、テレビ
『はぐれ刑事純情派』他）
大黒屋食堂店主
日本工学院八王子専門学校講師
川越昭和の街の会前会長
第 21 回第 22 回アースディ川越実行委員長
(2) ゲスト参加者紹介
藤井寛敏さん（東京江東）
大久保知宏さん(次期理事・宇都宮)
衣笠輝夫さん（次期区書記・埼玉）
中村義春さん（北海道部部長・十勝）
大澤和子さん（次期関東東部部長・所沢）
曽我部久さん（北九州）
池田正勝さん（十勝）
クマールさん、パニさん他
ハイデラバードクラブメンバー
5. 卓話「誰かを楽しませるということ」
岩澤勝己さん

6. 議事・報告
(1) 来年度の川越クラブ役員（敬称略）決定
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(2) ファンドについて
・３月８日（月）高橋農園訪問
参加者；山﨑、吉野、森下、利根川ｹ､ﾀ
川越駅西口自家用車プール 12：00 集合
現地 12：30 集合
・イモの種類は高橋農園で検討し、依頼する。
原案は「紅あか」と「あいこまち」の 2 種類。

(3) 例会プログラム
・3 月例会プログラム
・3 月 27 日(土)16：00～18：00
・会場：川越ＹＭＣＡ及び Zoom 会議
・Zoom によりリーダーとの交流会
川越ＹＭＣＡのリーダーは 4 名のうち 3 名
が大学を卒業して就職
リーダーのＹＭＣＡ活動報告等に、オンラ
インクラスの体験を交えて交流
お祝いに図書券を贈呈
・4 月例会プログラム
・4 月 24 日(土)13：00～
・川越の歴史散歩(1 時間半程度の散歩)
・鍛治町公園（亀屋の隣）13：30 集合
川越に町並みから川越城址散策
川越城見学
・セーラムクラブとの交流会で、川越の歴史
を紹介する材料に活用する。(写真や資料
収集)
・10 月例会でお願いした神山節夫さんに解説
を依頼する。
・Week4Waste の活動も兼ねて、ゴミ拾いを行
う。川越クラブ白ジャンパーを着用し、軍
手とビニール袋を持参
・5 月例会プログラム
・5 月 22 日（土）16：00～18：00
・卓話者；森下昌市郞さん
・テーマ：
「渋沢栄一」
・今後の例会
・セーラムクラブに例会参加の働きかけ
・見沼田んぼは来期以降
(4) 東日本大震災 10 周年関連
・募金 10,000 円を寄付する。
・3 月 11 日（木）Zoom による礼拝と講演
(5) 会計報告
・残金 310,000 円
・献金などすべて終了
・6 月に決算報告
(6) わいわい食堂報告
・2 月 23 日（火）天皇誕生日
「誰でも食堂」
：大人と子どもを対象に実施
大人 11 人にお弁当と味噌汁配布
子ども 4 人に工作の体験とお弁当配布
・次回 3 月 21 日（日）9：30 集合
子どもだけを対象にわいわい食堂として
実施予定
(7) 会員の近況報告
(8) 次々期理事及び監事の推薦について(報告)
・特に推薦者は無し
7. ＹＭＣＡ報告
8. その他
利根川恵子さんが、ＹＭＣＡ25 年継続会員証
を受賞し、小谷全人総主事から賞状とバッジを
贈呈されました。

よりも視聴者に楽しんでもらうことを最優先にすべ
きでした。
「借王」は借金の王様という意味ですが、バブル
時代に借金を背負って奮闘するクラブのママを描
き、シリーズで 10 本ほど書きました。このような脚
本を書きながら思ったことは、目の前にいる相手を
楽しませること以上に、会ったことも見たこともな
い相手を楽しませることは非常に難しいということ
です。この教訓は、社会活動でも大切にしていま
す。「川越昭和の街の会」の活動は８年目に入りまし
たが、皆が同じ想いで街づくりをするのは至難の業
です。75％が賛成してくれれば良いと思っていま
す。理解してくれない人、参加したくない人には、
時間をかけて活動が楽しいと感じてもらうように努
力しています。自分の気持ちで相手を楽しませるの
ではなく、目に見えない誰かを対象に、相手に楽し
んでもらうことが大切だと思って活動しています。
川越ワイズメンズクラブと言うと、先年亡くなら
れた鎌田さんを思い出します。
“アースデイ・イン川
越”の実行委員として親しくさせていただきまし
た。鎌田さんはジャズが好きで、私も同じ趣味なの
で、川越のジャズフェスティバルでも一緒に活動し
ました。亡くなられたのが残念です。代わって、利
根川さんがアースデイの実行委員に入っていただき
感謝です。
今回は、インドのハイデラバードの方も Zoom で参
加されていますが、息子がインドのムンバイで働い
ていて、今回のコロナ禍が広がった直後に、息子の
インドの知り合いから私の自宅に大量のサージカル
マスクが贈られてきました。インドの方の暖かい心
遣いに感謝します。この卓話の会には、国内では、
北海道から九州の方々も参加してくださりありがと
うございました。

9. 閉会点鐘

２月例会卓話
会長 吉野勝三郎
2 月 27 日（土）の例会で「誰かを楽しませるとい
うこと」という題で岩澤氏が有益なお話をして下さ
いましたので、その一部を私のメモを頼りにブリテ
ンでお知らせします。
私は、20 代前半から脚本を書き始めて既に 35 年ほ
どになります。藤田まこと主演の「はぐれ刑事純情
派」を書いている時に、担当のプロヂューサーに、
藤田まことさん演じる刑事の「刑事としてではない
個人の日常生活の周辺」を脚本にさせてくれと提案
したが、即座に“NO”と言われてしまったことが忘
れられません。自分は、自分の作品を楽しみながら
TV ドラマを作りたかったし、自分の意欲を作品に注
入したかったのです。しかし、
”NO”と言われて分か
ったことは、視聴者の方は、いつも刑事の活躍を期
待しているわけで、脚本家である自分を楽しませる
ことを優先させていたことに気付かされました。何

ＹＭＣＡ報告
河合 今日子
3 月 14 日（日）、今年度最後のトースター活動が終
了しました。
今年度はコロナ禍で思うような野外活動ができま
せんでしたが、３月はようやく水上公園で「スラック
ライン・忍者ライン」を行うことができました。
これらの道具は、以前お話いたしました Amazon ほ
しいものリストで寄贈いただいたものです。
体を動かすことに苦手意識がある子どもたちが多
い中で、子どもたちは、ラインから落ちても何度もあ
きらめずチャレンジし、夢中で取り組んでいました。
今後も YMCA のプログラムを通して、子どもたちに
自然の中で遊ぶ楽しさ、仲間と関わる楽しさを伝えて
いきたいと思います。（立岡・河合）

https://www.ymcajapan.org/about/brand/
東日本大震災から 10 年、あの日を覚え、祈りを合わせ
たいと思います。
そして、この先の見えない大変な時代だからこそ、
地域の皆さまと手をとりあい希望のあるより豊かな
社会創りを目指していきたいと願っております。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。（埼玉
YMCA 本部事務局 太田）

その他連絡事項
利根川 太郎

＜みんなで考える感染予防 3/27＞
緊急事態宣言が延長され、まだまだ先の見えない状
況の中で様々な思いをもって過ごされている事と思
います。
YMCA では、昨年 11 月、12 月に実施しご好評をい
ただきました岩室先生の「みんなで考える感染予防」
を 2 月、3 月と再度企画いたしました。ワクチンが、
感染の重度化を防ぐことに繋がっても、各自の正しい
感染予防は引き続き必要だと言われています。今回は、
各自の生活スタイルや仕事に則した感染予防を改め
て考えられるよう、アップデートされた情報を踏まえ
てお話をお願いしております。
申込フォームには事前質問を受け付けております
ので、是非ご活用ください。
また、今回は、当日参加できない方でレコーディン
グを希望される方にも事前にお申し込みができるよ
うにしております。
日程
3 月 27 日（土）10:30-11:30 対象：広く一般
申込 URL
https://forms.gle/pDeirsaEuTYVCgmLA
最後に、YMCA は、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ビジョ
ンに全国で活動をしております。

1. 3 月 27 日（土）川越クラブ例会について
例会は以下の形で開催したいと思います。
・時間；16：00～18：00
・場所；Zoom 参加を原則とします。
・卒業する 3 人のリーダーも Zoom で参加して
くださいます。
・川越ＹＭＣＡのスタッフも Zoom 参加して、オ
ンライン活動の体験などをサポートしてく
れます。卒業生のお話を含めて 1 時間のプロ
グラムです。その後に例会を行います。
川越ＹＭＣＡに利根川恵子と太郎が行き、いつ
もの会議室で Zoom を開設しハイブリッド会議
にします。
ご自宅からの Zoom 参加を原則としますが、Ｙ
ＭＣＡに来てご一緒に参加することもできま
すので、よろしくお願いします。
2. 3 月 8 日（月）高橋農園訪問は都合により延期
となりました。

編集後記
利根川 太郎
川越クラブのブリテン 3 月号をお届けします。
2 月例会は、脚本家の岩澤勝己さんをお招きして、
「誰かを楽しませること」のテーマで卓話をいただ
きました。昭和世代にはとても懐かしい「はぐれ刑
事純情派」など、全国的に有名な諸作品を手がけら
れた脚本家の卓話とあって、日本全国、さらにはイ
ンドハイデラバードからも参加いただきました。
卓話の詳しい内容は吉野会長がまとめられた「2
月例会卓話」をご覧ください
また、この例会がご縁となり、北九州クラブのイ
ンターネット番組にハイデラバードクラブのパニ
さんが出演することになりました。
川越クラブの例会がきっかけになって、皆さんの
つながりが広がっていくことはとても楽しくうれ
しいことだと感じています。
コロナ感染拡大がリバウンドの傾向を見せてい
て不安はありますが、希望を持って活動していきた
いと思います。早く感染拡大が収束することを願っ
ています。皆様もどうかご自愛ください。

