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クラブ会長主題:

「自クラブの活動への参加と併せ
て、部・区・国際などの活動にも
積極的に参加しよう！！」
国際会長主題: “Y’s Men with the World ”
「世界とともにワイズメン」
アジア太平洋地域会長主題:
“Make a difference beyond the 100th”
「100 年を超えて変革しよう」
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東日本区理事主題:“ Think for the next generation”
「私たちは次の世代のために何ができるか？」

関東東部部長主題:「私の地域から世界に広げよう青
少年を支えるワイズの輪・和・ワッ！」

４月の聖句
わたしはあなたがたが建てたこの神殿を聖別し、そこのわ
たしの名をとこしえに置く。私は絶えずこれに目を向け、心
を寄せる。（列王記上 9 章 3 節）
I have consecrated this house which you have built
to put My name there forever, and My eyes and My
heart will be there perpetually. (ⅠKings 9:3)

2022年３月の統計（３月１９日）
在籍10名 出席者８名
ビジター 3名
出席率 80％
４月例会予告
日時： 2022年４月２３日（土）14:00～16:30
会場： 埼玉YMCA川越センター＋リモート
参加（歴史散歩・Week4Wasteで1時間、
仙波方面へ歩きます。）
内容： 14:00 埼玉YMCA川越センター集合。
ガイ ドの 神山 節 夫さんから 説明
（20分）
14：20～15：30 仙波方面へ歴史散策。
Week4Wasteも兼ね、歩きながら

ゴミ拾い。川越センター帰着。
15：30～16：00 「国際議員・アジア太平
洋地域次期会長として」
利根川恵子
16：00～16：30 報告・協議
＊当日は、時間通りに始められるよう、14時までに
川越ＹＭＣＡに集まって下さい。
＊＊国際協会ベストはクラブで用意いたします。ゴミ
袋、軍手はご持参ください。

巻頭言
会長 吉野勝三郎
正視に堪えない！ 怖い！ 恐ろしい！ ぞっとする！
現実とは思いたくない！ 背筋が寒くなる！ Horrible!
Awful! Unbelievable! How come! ウクライナでの戦
争の映像、証言などを見て発することのできる言葉は、私
の語彙力を超えてしまいます。とにもかくにも、一刻も早く
この戦が終わることを祈ります。私の人生で、第三次世界
大戦という言葉が現実味を帯びて聞こえてくるような事態
が起こるとは、非常に残念なことです。
今回のロシア侵攻１ヶ月くらい前に、国連のアントニオ・
グテーレス事務総長が、国連の機能の限界を嘆いている
記事が日本経済新聞に掲載されていました。国連の現状
を正直にここまで言っていいのかと思ったほどです。第二
次大戦の戦勝五か国（アメリカ、フランス、イギリス、ロシア、
中国）が拒否権(veto)という特権を持ち運営する国連です
から、それらの国に対す決議事項は、これらの国の一つ
でも反対すれば可決されないのです。ウクライナの状況を
巡る現状は、まさにそのことを明確にしています。
このことに関連して思い起すのは、旧約聖書イザヤ書２
章４節の言葉です。この言葉は、ニューヨークの国連本部

近くの “イザヤ・ウオール” 呼ばれる壁面に刻まれていま
す。
「剣を打ち直して鋤とし、槍を打ち直して鎌とする。国は
国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。」
各国の指導者が、この言葉に基づき国連が発足したこと
を、もう一度思い出してほしいと切に願います。
今回の戦争で沢山の子供たちが犠牲になったことに心
が痛みます。戦争に関することとして、5 月 28 日（土）午後
2:00 からの埼玉 3 クラブ合同例会は、川越在住の野村路
子さんが所蔵する、第二次単線中のナチスの収容所「テ
レジン」の子供たちの絵を見て、野村さんの話を聞く予定
です。ぜひ都合をつけて参加下さい。場所は、ＪＲ与野駅
東口から徒歩 15 分ほどのところにある、浅羽さんの別宅
です。

３月例会報告
書記 利根川恵子
日時：３月１９日（土）16：00～18：30
場所：川越ＹＭＣＡおよび Zoom
ビジター：松田俊彦ワイズ（東京クラブ）、水無瀬隆造ワイ
ズ（埼玉クラブ）、卒業リーダー・石井理佳子さん

1．卓話 （要旨別途掲載）
卓話：「川越キングス・ガーデンの水害、そして復興」
卓話者：川越ワイズメンズクラブ 山本剛史郎
(川越キングス・ガーデン職員)

2．協議事項
１）「関東東部EMCを考える集い」参加者確認
・生川美樹さんが、発表者の一人。
・利根川太郎、恵子、森下千恵子参加
２）2022年度アースディ・イン・川越実行委員会：参加形
態、実行委員会委員選出
・吉野会長が実行委員として参加することを決定。
・第１回実行委員会 ４月１２日（火）から参加。
3）来年度の会長、書記、会計以外のクラブ役職につい
て および ４）来年度ロースター記載事項確認
・会長、書記、会計以外の役職を右上の一覧表のよう
に決定し、それを反映してロースターへの記載として
次期理事キャビネット担当に報告。
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５） 世界 YMCA 大会（於：デンマーク・オーフス）：参加（現
地・オンライン）希望者確認
・希望者は各自で申し込む。
・国際議会が同時開催のため、利根川恵子は現地で参
加。
６） 4 月例会について
・歴史散歩と Week4Waste のゴミ拾いを組み合わせて
行う。
・歴史ガイドを神山節夫さんに再度お願いできない
か、山﨑さんから打診していただく。
・その後、神山さんの了解が得られ、4 月例会の予定
は以下のとおり。（詳細は 1 ページ 4 月例会予告参
照）
○日 時：4 月 23 日(土) 14 時～16 時 30 分
○内 容：川越散策および Week4Waste ゴミ拾い
および利根川恵子から国際議員、アジア
太平洋地域会長の要務について説明
○集合場所：川越センター
7） 今後の予定
・4 月 2 日（土） 「関東東部 EMC を考える集い」
14：00～ 生川美樹さん発表
（当日参加は利根川太郎、恵子。なお、集いの報告
が、Change! 2022ニュース No.34（2022年4月15日
発行）に掲載されていますので、是非お読みくださ
い。）
・4 月 12 日(火) 19 時～21 時 第 1 回アースディ・イ
ン・川越実行委員会
・4 月 16 日（土） 13：30～16：30
関東東部第 2 回評議会
東京 YMCA 東陽町センターおよび Zoom
・4 月 23 日(土) 4 月例会
3．報告事項
1）紅あか会計報告
・今年度の販売箱数： 5kgｘ63箱、10kgx3箱
利益は26,600円
・ファンドからYMCA支援とウクライナ支援募金に拠出
を決定。

2）「わいわい食堂」について
・3月は中止。4月17日再開。
3)会員近況報告
・松川厚子副会長が、埼玉県学校保健会会長から、20
年におよぶ学校薬剤師としての功績を讃えられ表彰
されました。おめでとうございます。

和光市教育委員会職員から表彰状を受け取る松川さん

3 月例会卓話報告
山本剛史郎
卓話: 「川越キングス・ガーデンの水害、そして復興」
卓話者：川越クラブ 山本剛史郎
まずは台風被害から現在に至るまでの簡単な経緯は次
の通りです。
・2019 年 10 月 12 日、台風 19 号の日本上陸、各地で被
害。
・10 月 13 日、午前 1 時頃より浸水、キングス・ガーデン
の一段高い C 棟に全員避難。午後より避難開始し、午
後７時頃、全員救出。その日のうちに近隣の施設に移
動。
・10 月 26 日、菅官房長官（当時）が台風 19 号の被災地
を視察し、川越キングス・ガーデンも訪問。
・12 月 24 日、行政より「福祉仮設住宅」の建設許可。
・2020 年４月６日、「福祉仮設住宅」を開始。
・5 月９日、移転復旧工事の業者をプロポーザル方式に
より決定。
・12 月 15 日、移転復旧工事の起工式。
・2021 年 1 月、新施設の工事開始。
・2022 年 1 月 11 日、新施設の竣工引き渡し。
・2 月 1 日、新施設へ引っ越し、特養が再開。
・4 月１日、デイサービス、ショートステイを再開。
台風被害にあったことは川越キングス・ガーデン、また私
にとっても大変な状況であったことは間違いないことでし
たが、その中で学んだこと、また恵まれていることが多くあ
りました。まず、床上台風被害そのものでは死者が一人も
でなかったことは本当に感謝です。また、最初は行政側も
渋っていた福祉仮設住宅の建設が認められたことも本当
に良かったです。福祉仮設住宅が特養として認められた
のは、2018 年 9 月の北海道胆振沖地震で被災した特養
や障害者施設に続き、川越キングス・ガーデンが 2 例目で
した。さらに、この被災から再開までの間に川越キングス・
ガーデンを辞めた職員は定年退職を除いてほとんどおら
ず、９割以上の職員が新施設に戻ってきて働くことになり
ました。もともと川越キングス・ガーデンは高齢者施設とし
ては離職率が低く、さらにこの状況の中でも１７名を他施

設で出向という形で乗り切り、そのうち１６名の職員が戻っ
てきました。これは 2020 年７月、熊本県球磨村で水害被
害にあった特養が職員の９割以上を解雇せざるを得なか
ったことを考えると本当に驚くことです。他にも新施設の建
設場所として元の施設からもそれほど離れていない、さら
に東武東上線鶴ヶ島駅から徒歩１０分という利便性の良い
地が与えられたこと、多くの方々からの励ましと支援があっ
たことなど数限りない感謝です。
２月から特養、4 月からデイサービス、ショートステイが再
開し、現在、本当に忙しく働いております。また、そのよう
な施設の復興を見て、川越キングス・ガーデンの特養への
入所希望、デイサービス、ショートステイ利用希望の電話
も毎日、毎日、本当に多くかかってきます。その対応に職
員は追われていますが、それもこれも奇跡的な復興のお
かげと感謝に堪えません。そんな川越キングス・ガーデン
を実際に見ていただきたいのですが、現在のコロナ禍の
中、新施設の見学は難しい状況ですので、感染症の流行
が収まった時にはぜひ見学会を行いたいと思います。よろ
しくお願いします。

ＹＭＣＡ報告
河合今日子
＜ご挨拶＞
いつも埼玉 YMCA をお支えくださり、ありがとうございま
す。４月より、太田聡が横浜 YMCA に出向することに伴い、
埼玉 YMCA に２人の素敵なスタッフが仲間入りしました。
今年度は、横浜と埼玉のお互いの良いところを生かして、
地域にある YMCA として活動の場を拡げていきたいと思
います。以下、自己紹介です。
☆4 月より川越センターと浦和センターに配属になりまし
た長谷川 洋輔（はせがわ ようすけ）と申します。リーダー
名は体が大きく、ディズニーのベイマックスに似ていること
からマックスリーダーです。見かけたらお気軽にお声がけ
くださると幸いです（体がとっても大きいのですぐ分かると
思います）。
横浜では７年間学童保育の現場で活動してきました。
発達障がいの子どもたちの支援に携わる機会はあまりな
かったので、いろいろなことを覚えていきたいと思っており
ます。まだまだ慣れないことばかりで皆さまにはご迷惑を
おかけしてしまうこともあると思いますが、どうぞ宜しくお願
い致します。

長谷川 洋輔さん

水上 真帆さん

☆4 月より浦和センターに配属になりました、水上（みずか
み）真帆と申します。これまでも発達障がいの子どもたち
の支援に携わってきましたが、埼玉 YMCA にてまた気持

ちを新たに、学びを深めていきたいと思っております。ま
だまだ慣れないことばかりでみなさまにはご迷惑をおかけ
してしまうことが多々あるかと思いますが、埼玉 YMCA のよ
いところをたくさん吸収させていただきたいと思っておりま
すので、どうぞよろしくお願いいたします。
＜ウクライナ緊急支援募金支援活動経過のご報告＞
ウクライナから日本への避難者支援の続報が同盟よりご
ざいましたので、以下リンクをご案内いたします。
＜NHK NEWS WEB／首都圏 NEWS WEB のリンク＞
https://www3.nhk.or.jp/shutokennews/20220407/1000078744.html
※動画は 2 分程で、日本 YMCA 同盟（四谷）でのインタビ
ューになります。
ウクライナ YMCA・ヨーロッパ YMCA との連携を続けて、
現在、16 組 50 数名の支援につながっております。 皆さま
からお預かりした募金は、すべて日本 YMCA 同盟を通し
てこれらの支援活動に用いられており、募金先を探してい
る方に YMCA をお 伝えいただき、多くのお気持ちが
YMCA に託されております。引き続き支援への呼び掛け
のご協力を、よろしくお願い申し上げます。

○ 4月23日（土） 14時～16時30分
4 月例会
14：00 埼玉 YMCA 川越センター集合
ガイドをお願いした神山節夫さんから 20 分ほ
ど説明を聞き、仙波周辺の歴史散歩へ。散
歩中に Wee4Waste も兼ねてゴミ拾いを行い
ます。ゴミ袋・軍手・国際協会ベストはクラブ
で用意いたします。
15：30 川越センター帰着。利根川恵子から、国際議
員、次期アジア太平洋地域会長としての役
割について説明。
16:00 協議事項・報告事項について話し合い
○ 5 月 28 日（土） 14 時～16 時
3 クラブ合同例会
埼玉クラブ・浅羽俊一郎会長のご両親のお宅、「き
咲きてらす」にて、野村路子さんの卓話予定。 詳細
は、決定しだいお知らせします。
【編集後記】
書記としての仕事も残り 2 ヶ月余りとなりました。ブリテン
の編集をするのもあと 2 回です。毎月、原稿を集め、割り
付け、最後の編集後記まで、いかに読みやすく、読者の
目を惹きつけるにはと考えながら苦戦してきました。電子
媒体での発信になってからは、最終ページも途中で終わ
るなど、決して見栄えのよい紙面ではありませんが、クラ
ブ・メンバーをつなげるとともに、川越クラブの活動を発信
するツールとして、少しでも役立つようにできればと願って
います。あと 2 回ですが、編集方法や内容でご希望があり
ましたら、ご遠慮なくお知らせください。
関東ではすでに葉桜ですが、長野県にさくらを愛でるツ
ァーで行ってきました。まだ雪を被る北アルプスをバックに、
咲き誇るさくらです。（松本市弘法山古墳から見た景色）
紙面の調整と読者の目をひくために写真を入れてみます。

（T.K.）

【今後の日程】
○ 4 月 16 日（土）13 時 30 分～16 時 30 分
関東東部第 2 回評議会
東京YMCA東陽町センターおよびZoom会議
吉野会長、利根川恵子書記、森下会計参加予定。
利根川太郎は部書記で参加。

