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会長が不安だと 

 

 

 

 

                         

   

 

 

 

 

 

 

 

    

     

 

メネット事業 吉原 和子     担当主事 長田 光玄  

担当主事 吉永貴弘

会長ひと言           吉原 訓      

       ～ワンちゃんと禁煙～ 

私事ですが、我がクラブの大重鎮の加藤利榮さんのお

宅のワンちゃんは、我が家で生まれた犬です。人間で言

えば、幼稚園年長さん位で加藤家に入りました。今では

もう10 数年経っていますから 中年から初老といった

所です。時  々加藤家を訪問する時には、いまだに私を

知り合いとして扱ってくれます。いとおしいものです。 

 私事が続きます。本格的な禁煙を始めて４か月になり

ます。今まで何度 禁煙をしようとしたか数えられませ

んが、６８歳の今夏の禁煙は本物です。禁煙して何が変

わったかあらためて考えてみますと、まず 嗅覚が鋭く

なりました。したがって食欲が増し、体重が増えました。

以前に比しイライラするようなことはありません。身体

を動かすことも、机の前で仕事をする時も 30％以上は

仕事量がアップしたように思います。射撃で引き金を引

くタイミングが合って来ました。ゴルフに至っては、仲

間から別人になったと言われています。 

良い事ずくめの禁煙を、ブリテン読者の皆様に勧める

つもりは毛頭ございません。ただ 我がクラブのたった

一人の喫煙者には読んでもらいたいナ と思っています。

何よりも 加藤家のワンちゃんに笑われたくありません

ので、禁煙も また ワイズの精神を学ぶことも 続けて

参ります。 









      
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎今月の聖句◎ 

   見てもらおうとして、人の前で善行をしないように注意

しなさい。さもないと、あなたがたの天の父のもとで報い

をいただけないことになる。    －マタイによる福音書6章１節－ 

  この聖句は 日ごろ‘奉仕’を標榜する私たちにとり

見逃せない箇所ですね。これ見よがしに活動することも

結構ですが、奉仕は本来自ら進んで動くものです。よく

言われる‘なにげない奉仕’…これが最高です。傍から

見ていて あぁ あの時はそうだったのか…と思われる

くらいになれば これこそ 最高です。聖句は続けて、

“見ておられる父が、あなたに報いてくださる。”と。 

       

強調月間  ユース 

先ごろ京都での第26回アジア大会の際に開催されたアジ

ア地域ユースコンボケーションや区内 YMCA のユースボランティ

アを対象としたユースボランティア･リーダーズフォーラム

(YVLF)などが ワイズの関わる活動として 定着しています。 

そこで私たちのクラブでも 何か一つユース事業を…と思って

おりました矢先、湘南とつか YMCAが実施している“リーダー・ボ

ランティア感謝会”というプログラムが有りました。このプログ

ラムは、たまたま担当主事から昨年度から始めた企画なの

でﾜｲｽﾞとして関わっていただけないかと要請されたことに

よるもので、今後とも定着できればという意向の様です。 

 クラブとしては 金銭的な面を含め 感謝会への積極 

参加により、ユースとの交わりを更に深めたい考えです。 
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２０１５年９月会報 第２５１号 
         国際会長（ＩＰ） Wichian Boonmapajorn  （タイ）                                                          

２０１５   主  題 “Mission with Faith ”  「信念のあるミッション」 

スローガン “Count Your Blessing”  「恵みを数えよう」  

        アジア地域会長（ＡＰ）  Edward K．W．Ong (シンガポール)              

～    主   題  “Through Love，Serve”  「愛をもって奉仕をしよう」                                    

  スローガン  “Let it Begin with Me”  「まず自分から始めよう」   

２０１６   東日本区理事  渡辺 隆（甲府）  「原点に立って、未来へステップ」  

湘南・沖縄部部長 今城 高之（横浜つづき）「一人ひとりが愛と平和の種をまこう！」 

   クラブ会長  吉原 訓 「ゆっくり・楽しく 社会に奉仕」                    

主 題   副会長 浦出 昭吉    書記 若木 一美   会計 小俣 妙子  

       
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 



「いのち」未来への継承』 

～私たちの地球のために～ 

“From Our Hands, 

We Pass Nature’s 

Torch” 

 

 

８月在籍者数 ８月出席者数 出席率  

 

 

フ ァ ン ド 

他 

B F 

（円） 

B F 

（ｇ） 

C S ・T O F ・
A S F 

(円) 

Y E S 

（円） 

ロ バ 

（円） メ ン 11 メ ン 11 100％ 

メネット 2 メネット 4  前 月 迄 0 0 0 0 8,950 

  ゲ ス ト ら 48  当 月 0 0 0 0   0 

計 13 合 計 63  累 計 0 0   0 0 8,950 

★強い義務感を持とう 義務はすべての権利に伴う★ 
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                              ☆「第18回鎌倉クラブ･横浜とつかクラブ合同納涼会」報告☆      吉原 訓 

 恒例となっている納涼例会(8月第一例会振替え)が    加藤ﾜｲｽﾞやご家族の皆様の負担が過大になりすぎないよ 

加藤ワイズ宅で開催されました。折しも 2 つの台風が   うに、そして引き続き関係する皆様が仲睦まじく活動が続

日本列島に近づき 心配しながらのスタートでした。    けられますようにと考える時期が来ているのではと思って                                                             

セレモニーでは、双方のクラブ会長からのご挨拶、    います。 加藤ﾜｲｽﾞのお叱りを覚悟で述べました。 

  とつかクラブ向けにお報せがあった後 懇親会に移り 

ました。長田担当主事の食前のお祈りは いつもの 

例会時に増して充分に重みを感じさせるものでした。 

多くのお客様を始めご参加の皆さんも共に心からの 

食前の感謝のお祈りができたように思います。 

 参加者紹介でマイクを回す場面では、それぞれに感 

じたことをお話しいただき 皆さんから加藤ﾜｲｽﾞご家族 

への感謝の言葉が述べられました。また 横浜クラブの 

今村さんからは関内ホールでのハワイアンコンサートの、 

本日の出演者南部ﾜｲｽﾞからはメルパルク横浜でのライブ       

の、さらに加藤ﾜｲｽﾞの娘さんのご主人で横浜室内管弦 

楽団の指揮者の笠原さんからは県立音楽堂での演奏会 

のご案内を それぞれいただきました。 

  元日本区理事の加藤利榮ﾜｲｽﾞのお宅でクラブの納涼 

 会が開かれて18年が経ちます。80歳台半ばの加藤ﾜｲｽﾞ 

 が60歳台から開催していただきました。湘南とつか 

 YMCAが発足し とつかクラブが設立されて間もなくの 

 ころからスタートしたことになります。ホームパーティ 

 の形で長い間お世話になってきました。誠にありがたい 

 ことです。今、クラブ会長としての私は これから先、➚                    －懐かしいお顔も－ 

 

    －今年で18回目となる納涼会に－  若木 一美    

 クラブ吉例の「かとう亭納涼例会」が今年もやってきました。 

 定刻18時30分にはお客様やクラブメンバーもほぼ揃い、長田

さんの司会により まずは池田鎌倉クラブ会長の開会挨拶、ソン

グ･信条の後 吉原会長から挨拶があり、次いで ご馳走を前に硬

い事務連絡が加藤さんから…（宴の席だけではいけません！？）。 

 長田さんの食前のお祈りに続き、今城部長さんの乾杯により 

宴の席が始まりました。 

 当日の参加者43名の紹介、そのあとは今年度作曲家大賞に輝

いた「南部なおとプチプチライブ」、様々な曲を披露いただき、

終わりには定番の「九頭竜の流れ」でエンディングとなりました。

ハピーバースディは田口総主事、池田会長、そして小俣会員の

3 名に記念品が贈られて全員でハピーバースディを斉唱しました。    

名残りを惜しみながら吉原会長から参加者へのお礼の言葉と

18回を数えた加藤家みなさまへの感謝と労いの挨拶があって 

お開きとなりました。 

 毎年お馴染みの小山正直さんのお顔がなかったのは寂しい 

限りでしたが、体調を悪くされたと伺っていた越智京子さんの

お元気なお顔や久し振りの菅沼義久元ﾜｲｽﾞ、山根誠之前総主事

を始め多くの方々にお会いし 楽しいひと時を共有することが

できました。有り難うございました。 

  来年は久し振りにとつかクラブから部長が選出されます。 

 19回目も是非お願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

－納涼会に参加して－         杉本兌子 

今年も加藤家での納涼会、お手製の心のこもったピザや大

根もち、その他もろもろの御馳走が所狭しとテーブルに並び

ました。開会セレモニーの後は食前の祈り、「かんぱーい」の

ビールで盛り上がりを見せ 長田担当主事のスマートな議事

進行のおかげで、参加者の紹介も要領良く進み あちこちでグ

ループが出来、旧交を温めている様子が見受けられます。 

 やがて何時もの様に南部ワイズのギターの弾き語りが始ま

り、懐かしい曲が披露されました。 

 また いつもお見えになる小山ワイズのご欠席も気に掛か

るところ、中でも大病を克服され５年ぶりに見えた元理事さ

んのご挨拶には 胸の締め付けられる思いをしました。心なし

か 参加者も例年より少ない様に思え 私も含め ワイズの高齢

化のせいかと頭をよぎります。加藤ワイズの「元気だったら

来年も宜しく…。」の言葉が耳に残りました。 
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☆第 22 回 AIDS 文化フォーラム in 横浜に参加して☆    

小俣 妙子 

夏の私のライフワークとなっているボランティアにアに

あの暑いさ中の8月7日と8日の二日間、参加してきました。 

一日目はイベントブース(事務局)のお手伝い、二日目は平

良愛香先生の時間を担当、

「牧師のぼくがゲイで良

かったこと」のテーマで

のお話し、教室が満員に

なるほどの盛況でした。

愛香先生がゲイであるこ

とをカミングアウト(納得

する)して牧師になられ

たことの経緯を話され、

カミングアウトするため

に子供の頃から どれだ

けの勇気を持って いく

度となく多くの人たちと接せられたか というお話しを伺っ

て 感動しましたが、その過程で 生まれた時からご両親に心

から愛され、「あるがままに生きなさい。」と言われていた結

果、多くの場面で勇気を持ってカミングアウト出来たんだなぁ

と思いました。愛香先生のお話しは、更にもっと伺いたいと

思いました。 

来年も また少しでもお手伝いできればと思っています。 

 

☆YMCA委員研修会☆      若木 一美 

横浜YMCA の各委員会の構成メンバー相互のつながりの

中で、平和について学び合おうとスタッフを含む70名ほどが

8月22日(土)の午後 湘南とつかYMCAホールに集まり開かれ

ました。初めに「YMCAの活動を通じて実現したい平和とは」

のテーマで4人のパネリストによる発題があり、引き続き5～

6人のグループに分かれてのグループディスカッシヨンでさらに 

論議を深めました。いつものことながら、割り当てられた 

時間内に収まるテーマでなく、また次の機会を見ての検討 

課題ともなった様です。後に開かれた懇親会の席上では、 

YMCA運営委員会、事業委員会、常議員会のメンバー紹介 

があって、田口総主事の閉会の挨拶で終わりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ‐YMCA池田直子氏撮影－ 

 ☆Swift主事墓前礼拝に参加して☆    加藤 利榮  

真夏の恒例行事、今年も 8 月 8 日(土)正午 山手の外国人

墓地に東京からの皆さんを含む 22 名が集まり開かれました。 

77 年に 大藤啓矩さんの呼び掛けで始められたこの集い

に誘われるままに参加しておりますが、墓石に刻まれた文字

から8月14日がスウィフトの命日に当たっており この日に

近い土曜日を選んで墓参を続けているようです。 

本牧教会墓地に眠っておられる大藤さんの方にも献花を

したあと、いつものように墓地の坂を降り裏門から外に出て、

暑いながらも賑わいを見せる元町通りを横切り、涼しい場所

～中華街のお店～へと汗を拭きふき歩を早めたことでした。 

今回 集われた皆さんの中には、宗教･社会学でその名が

知られ 元立教大学教授で東京 YMCA 名誉会員の坂口順治

さんも ご夫人を伴われ 参加されておりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆横浜クラブの納涼会に参加して☆   吉原 和子                                    

 横浜クラブの納涼会が 8 月 27 日(木)の午後 6 時から 

今ではすっかりお馴染みになった関内･住吉町通りにある

‘驛(うまや)の食卓’で開かれ 佐藤康子さんや加藤さんご

夫妻とともに参加しました。 

会場に着いてまず感じ

たことは、横浜クラブの

皆さんだけでなく クラ

ブにゆかりのある色々な

方々が見えておられたことで 

さすが歴史あるクラブかなと思いました。開会セレモニーの

後は 乾杯で懇親会に移り、次々と運ばれてくるお料理を賞

味しながら 今村さん率いるハワイアンとフラの演奏を楽し

み、聞くだけでなく 1、2曲 私たちも一緒に 大きな声で

歌いました。そして会の終わりは 腕を組んで 定番“アロ

ハ オエ”、最高に盛り上がったところでお開きとなりまし

た。記念写真に収まり、お互いご挨拶を交わし とつかの皆

さんと ともに地下鉄の駅へと歩を早めました。 
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 ☆YMCAだより☆         長田 光玄 

～1年に1回のプール掃除～ 

湘南とつかYMCAでは8月に1週間の休館をして、館内

の施設点検とプール掃除を実施しています。湘南とつか

YMCAのプールは 5 コース、25m の一般のプールと同じく

らいの大きさですが、床がスイッチ一つで動く可動床になっ

ています。一番深いところでは水深4mまで下がりますが、

幼児が利用する時は60cmまで浅くしてスイミングのレッ

スンを行います。1 年に 1回のプール掃除では水をすべて

抜きます。水の抜けたプールは、プールサイドに立つのも

怖いくらいの深さがあります（写真右）。 

今年は猛暑のため水温が高くなってしまいましたが、プ

ール掃除後は、すべての水を入れ換えて きれいになったプ

ールで気持ちよく皆さん運動していただいています。 

今回も多くのボランティアの皆さんにご協力をいただき

プール掃除を行いました。感謝です。YMCAのプールは多

くの方々に支えられているのだと実感した一日でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ☆今月の歳時記から☆ 

‘糸瓜 へちま’と‘秋の水 あきのみず’ 

‘糸瓜’は秋になると、へちま棚や垣根に深緑色の長い

実をいくつも下げます。ふつう 30～60 センチくらいです

が、1メートル以上のものもあります。若い果肉を煮て食べ

ますが、乾燥した繊維は‘たわし’にします。また 茎の切

り口から取ったへちま水は化粧水や咳止めの薬にもします。 

糸瓜咲きて痰のつまりし仏かな    子 規 

引き落す糸瓜に思ふ我家欲し     波 郷 

手放しに溺れ涙やへちま揺れ      みどり 

  へちま水作る気なりと触れ回る    け い 

次に‘秋の水’、秋になると、水のあるところ－川の淵に

よどむ水、器の中の水、くりやの水など どこにでもある

水がよく澄んできます。また‘秋水’(しゅうすい)といえば、

曇りのない利刀のたとえにも用いられることはご存知の

とおりです。      
秋の水人の目ざめに石はしる     碧雲居  

魚の眼するどくなりぬ秋の水     紅 緑 

身かはせば色変る鯉や秋の水     汀 女 

眠りたる目を洗はばや秋の水   去 来        

                    (午) 

    ☆９・10月の行事予定 ☆ 

➣９/1（火） 第70回 Y-Y’s協議会(19：00・関内中央Y) 

➣９/5（土） ボランティア感謝会（11:00・とつかYホール） 

➣９/11～13  ユースボランティリーダーズフォーラム 

➣９/15(火)  第2例会(18：30・湘南とつかY 204号室) 

 ➣９/23(水)  YMCA会員スポーツ大会（10：00・フェリス大） 

➣９/26(土)  部会・役員会（16：00～・ワークピア横浜） 

➣９/28(月) 湘南とつかYMCA運営委員会(18：30～・とつか) 

➣10/ 3(土) 第1例会(18：30～・湘南とつかY ホール) 

➣10/17(土) YMCAチャリティラン(MM21地区・10：00～) 

➣10/20(火) 第2例会(18：30～・湘南とつかY 204号室) 

 

        ～９月の会合のご案内～ 

第1例会： 

９月26日(土)の部会に振り替えます。 

(したがって、９/5の第1例会はありません。) 

第2例会： 

９月１５日（火） １８：３０～・204号室 

   協議・事務連絡のほか、お渡しするモノがあります。 

       ご出席をお待ちしております。 

～Happy Birthday～ 

       浦出 昭吉さん  ９月2７日  

       南部 直登さん  ９月7日 

       南部美穂子さん  9月30日  

       渡辺 英男さん  9月13日 

       佐藤 康子さん  9月11日 

 

～掲示板～                会 長 

◎“リーダー・ボランティア感謝会”への支援について 

  会報冒頭に掲載されているように、クラブユース事業

活動の一環として、湘南とつか YMCA が実施する標題

の支援を、ユース強調月間を期に、今期から継続実施す

ることとします。実は前年度において、試行的に支援を

実施し、加藤ワイズが参加しております。 

  今後、クラブとして可能な限り支援を予定しておりま

すので、ご理解ご協力のほどよろしくお願いします。 

  今回は、行事予定にも有りますように９月５日(土)の

１１時から開かれます。ご参加できるワイズは、事前に

長田主事までご連絡願います（８６４－４７６８）。 

 ◎部会への振替えについて 

  上記ご案内にも有りますように、今月の第1例会は

26 日に開催予定の部会に振替えさせていただきます。 

  お間違えのないようにお願いします。 

－部会参加予定者（9/１現在）－  

浦出･加藤(２)･小俣･土方･吉原(２)･若木･杉本･佐藤 

〈後記〉                   ―１０名－ 

ワイズの‘高齢化’がそろそろ顔を覗かせ始めているようです。 

“平均寿命は世界一”などと呑気な事を言っておられません…。                    

(T/K)  


