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「愛をもって奉仕をしよう」��「まず自分から始めよう」�エドワード・オンアジア会長（シンガポール）

「原点に経って、未来へステップ」��������������������渡邊隆東日本区理事（甲府）�
�「一人ひとりが愛と平和の種をまこう」����������今城高之�湘南・沖縄部長（横浜つづき）
「みんなで楽しく奉仕」����������������������������������������������������鎌倉クラブ池田光司

������������ 今月の聖句�
ルカによる福音書��第12章22̃28節

�����������������「思い悩むな」

エイズ撲滅に
も引き続き力
を注ぎます。

������集めています
�切手、書き損じはがき、年賀お
年玉切手、プルトップタブ、ペッ
トボトルキャップ、奮ってお持ち
より下さい。

�������������2015̃16年度�会費納入の御願い
���会費月額3千円、一括、分納もOK。
��ほのぼの募金（社会奉仕基金）月額5百円並びに、
今年度のチャリティーラン支援募金1万円を
目標として納付いただければ幸いです。
宛先は、会計軽部ワイズ、または 
振込先；みずほ銀行 鎌倉支店 
����普通預金1495980
����カマクラワイズメンズクラブ
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  2015年6月例会
出席合計5名＋1匹
在籍7名4名 83パーセント�
�ビジター千葉裕子厚木ワイズ
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　6月6日～7日の第18回東日本区大会
が厚木文化会館、レンブラントホテル
で開催され450名の賑やかな集まりと
なりました。厚木はロボット特区とし
て発展する厚木市の全面支援を受け最
先端の技術が披露され、みんな目を丸
くしました。代議員大会、講演、分科
会、豪華な晩餐会、そしてフェロー
シップアワー、早朝ウォーク、礼拝、
表彰式、役員引継式など各クラブやメ
ンバーのさまざまな活動の一年を引き
継ぐさまざまな催しが繰り広げられま
した。 昨年の浅草、一昨年の花巻を
初め、いつも出会う遠来の楽しい仲間
が集まり、楽しい大会となりました。

�      ����������2015/7/14火��鎌倉Y'sメンズクラブ�

���   例会総会プログラム������午後6時30分~
��������������鎌倉YMCAにて�司会�池田Y's
開会点鐘���������会長�
Y'sソング・ワイズの信条
讃美歌21 471番�「勝利をのぞみ」
今月の聖句�ルカによる福音書　第12章22節~28節
　　　　　　　　　　　　　　第1ページ右上参照

祈り 

ゲストビジター紹介
卓話「現代におけるキリスト教の可能性
武田利邦氏　　　　　
総会�
1.活動報告。
2.会計報告
3.活動計画.
4.予算
5.役割分担
・報告・連絡事項
���ワイズ�、部評議会、役員会
　YMCAから����添谷館長
・今月のハッピバースデー
・ほのぼの募金タイム�
・ひと言�各自

閉会点鐘 ���� ����会長

2014̃15年を振り返って
� 鎌倉クラブにとっては大変喜ばしい年でした。相原治代さ
んが入会してくださったので大変賑やかになりました。入
会後二ヶ月で早速、卓話で、学童の教育についてあつい想
いを話して頂きました。鎌倉YMCAに大変刺激のある方が
来られて、すばらしいことです。Y’sの活動をご理解頂
き、YMCAをもり立てて隣人に尽くすことが出来るようみん
なで力を絞りましょう
� 2014年7月総会以来・加藤邸納涼とつか・鎌倉合同例
会、鎌倉YMCA納涼会、9月例会、10月鎌倉パークホテ
ルでの破滅的部会、毎月の例会では各界の名刺のお話し
を頂きいつも目を開かれました。宇治田憲彦ゴスペル団
長、兵藤芳郎鎌倉風致保存会理事長、龍井喜久惠サピッ
クス相原治代Y’s、クリスティン・せれぞ・宮部先生、の卓
話で感銘を受けわかめ例会を楽しみ
ました。飯舘村の母ちゃん映画会、オレンジリボンたすきリ
レー、チャリティーラン、横浜YMCA130周年記念式典礼
拝、鎌倉足民クリスマス、の他、鎌倉バザー、市民クリスマ
ス、恩寵教会バザーでのぜんざいの他、YMCAゴスペルク
ワイアー鎌倉の活躍、じゃがいもカボチャ、豆事業とめまぐ
るしい一年でした。� この間多くの方々に支えて戴きました�
。鎌倉クラブでは、特に厚木クラブ千葉裕子ワイズには､毎
回ご支援戴き本当にありがとうございました。
足下のクラブと部においては、いろいろ行き届かずご迷惑
をおかけしたことをお詫びします。ワイズを支えるのをみん
なで担って戴きたいです。
�新しい年が始まりましたが未だに､決算や総括に追われて
いますが､新しくみんなの力で楽しく奉仕活動をすることが
出来ればと願っています。�（池田光司）

　卓話「現代におけるキリスト教の可能性」
武田利邦(たけだとしくに)氏

　『不思議なキリスト教』（橋爪大三郎、大澤真幸著、講談社新書）は２０万部売れ
たそうです。「同じ著者の『世界は宗教で動いている』（光文社新書）も売れてい
ます。　テレビも、この頃「宗教」を取り上げることが増えたような気がします。
しかし、相変わらず、キリスト教は日本では少数勢力です。カルトの力も侮れない
ので、大学のオリエンテーションでは必ず新入生向けに「カルトの勧誘に注意する
こと」という掲示が出ます。「戦後」日本を区切ってなぜ日本では「宗教」に多く
の人が不信感をもつのかというあたりから、「でも気になるキリスト教」を解明し
たいと思います。

卓話者プロフィール　武田利邦さん
出生と現在：1944（昭和19）年10月、横浜市（みなとみらいの近く）の高島町で誕生。結婚してからは保土ヶ谷の桜ケ丘

に
キリスト教会関連：日本キリスト教団横浜二ツ橋教会会員・役員、日本キリスト教団神奈川教区常置委員、神奈川同和
問題に取り組む神奈川宗教者連絡会委員、日本キリスト教協議会常議員、日本クリスチャンアカデミー関東活動セン
ター運営委員、東京ＹＭＣＡフリースペース（不登校の子どものための居場所“LIBY”）運営委員、横浜中央ＹＭＣＡ
運営委員、同聖書を読んでみよう会世話人、ＮＰＯ法人かながわ外国人すまいサポートセンター理事、 日本ＹＭＣＡ
同盟委員ほか。
現在の働き：農村伝道神学校講師（日本近現代史）、東京ＹＭＣＡ医療福祉専門学校講師（教育学）、ほか。
学生時代：慶応義塾大学・大学院　専攻：哲学（ヨーロッパ近・現代哲学、キルケゴール、マルクス、サルトル、ボン
ヘェファー、など）、倫理学。
職業歴：1971年日本ＹＭＣＡ同盟出版部主事、1972年神奈川県青少年事務局主事、その後神奈川県立高校教諭（大磯、清
水ケ丘、住吉、磯子工業定時制、保土ヶ谷、商工）、在職中はバスケトボール部、登山部の顧問のかたわら、「登校拒
否」、「いじめの問題」に取り組む。
学生ＹＭＣＡとの繋がり：慶応義塾大学学生時代に学生ＹＭＣＡ（学生キリスト教青年会）に入る。1968年（大学院2年
時）世界学生キリスト教連盟（ＷＳＣＦ）の「国際学生会議」（フィンランドのトゥルク）および同総会（同国、オタ
ニエミ）に出席、常議員に選出され、同年スウェーデンのウプサラでおこなわれた第7回ＷＣＣ（世界教会協議会）に青
年代表参加者として出席、10月に帰国したとき、キャンパスはバリケードの中でした。現在、慶応義塾大学学生ＹＭＣ
Ａは部員少なく、学生の「世話人」として日吉キャンパスのチャペルでの聖書を読んでみよう会をやっておられる。
最近の活動：2004年、日本人の夫のＤＶから逃げ出し子どもを抱えながら、ＮＰＯ法人すまいサポートセンターに現れ
た滞日タイ人女性（山岳少数民族リス族出身）の生活と裁判に取り組む。現在はリス族出身の女性が手作りの財布、セ
カンドバッグなどの民芸雑貨の行商を多くの教会で、また毎年4月29日の鎌倉恩寵教会のバザーでも出店されています。
バザーなどの情報あればお知らせを。
特技：バスケットボール、ほとんど原稿料のもらえない文章を書くこと。下手な英語でしゃべりまくること。
好きな俳優：クリント・イーストウッド、モーガン・フリーマン、橋爪　功。
家族：かみさんと2人暮らし、息子は最近、財閥系の会社に転職、孫3人、娘はダンサー「ヒップホップ」（愛知県蒲郡
のラグナシアというテーマパークの子ども向けミュージカルで踊っています）。
最近観て感動した映画：「サラエボ　希望の街角」、「カテインの森」、「プラダを着た悪魔」、「007シリーズ」は殆
ど全部、宮崎アニメも「千と千尋」、「紅の豚」、「もののけ姫」、が好き、数年前「風立ちぬ」を久しぶりに映画館
で観ました。
最近読んで感動した本：『日本の聖と賎－近代編』（沖浦和光、野間宏、人文書院）『国家神道と日本人』（島薗進
著、岩波新書）
著書：『進路不安症候群の時代－いじめ・登校拒否と学校化社会』（1986、労働経済社）。
共著：『言ってもいいですか－不登校から見たおとなと社会』－「学校化社会への異議申立て」ほか（武田利邦）《島
根三枝子編、1996、世継書房》、『キリスト教教育事典』「愛国心」、「国家とキリスト教教育」、「非学校化社会」、
「Ｐ、フレイレ」の各項目執筆（2010、日本基督教団出版局）、『日本ＹＭＣＡ人物事典』「野呂芳男」、「田川大吉
郎」、「大島孝一」の各項目執筆（2013、ＹＭＣＡ史学会編、日本ＹＭＣＡ同盟）ほか。
その他：子どもの頃から「横浜ＤeＮＡベイスターズ」（昔は大洋ホエールズ）のフアン。ほかにバイクは50ＣＣのヤマ
ハ、ホンダＣＤ50など、いまは電動アシスト自転車を。
　メールはtempus1475@gmail.com です。〒240－0011横浜市保土ヶ谷区桜ケ丘１－４７－５
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6月評価
2015/6/6,7�第18回東日本区大会�厚木 

6/9火�鎌倉クラブ例会
7月新年度キックオフ

7/14火�鎌倉クラブ総会例会�鎌倉YMCAにて
7/25土�「中国YMCA、YWCAの活動を学ぶ会」14時̃�鎌倉YMCA

7/31金~8/2日�26thアジア地域大会�京都�
7/29̃ユースコンボケーション京都

8月�CS COMMUNITY SERVICES地域奉仕事業強調月間
8/1土�Yゴスペル鎌公演

8/21金�1830̃とつか・鎌倉合同納涼会�加藤利榮邸小雨決行
�9月�ユース強調月間��������������

9/8火�鎌倉クラブ例会
9/26土�湘南・沖縄部部会

10月EMC/E、YES
10/13火�鎌倉クラブ例会

10/17土�チャリティーラン横浜�みなとみらい8時̃
11月Y’s理解�、ファミリーファスト

11/10火�鎌倉クラブ例会
11/15日�鎌倉恩寵教会秋期音楽祭

12月EMC/MC
12/8火�鎌倉クラブ例会

12/12土�鎌倉市民クリスマス�雪ノ下カトリック教会
12/26土�とつかゴスペル大会

�十勝直送、小豆、大豆、うずら豆、金時豆、そして黒豆。
安価、美味、便利、健康的、備えて安心。世界一の豆は
いかが？�1000円/㎏� 大豆750円/kg。
年中販売。いくらでも、お入り用なだけご用命下さい。

�����富士山YMCA 
����静岡県富士宮市�朝霧高原
�グローバルエコヴィレッジ、フル回転。二月に研修で行きました。すば
らしいところです。
  募金も、活用もよろしくお願いします。湘南沖縄部も支援しています。

「中国のYMCA・YWCAの活動を学ぶ集会」のお知らせ
中国ＹＭＣＡ全国協会（在・上海）執行幹事で国際交流を担当され、この春に退任された施海（Shi Hai）女史をお招きして、現在

の中国ＹＭＣＡ・ＹＷＣＡの活躍ぶりを学びます。現在、関西学院大学国際学部３回生として留学中の娘さん鐘瑋悦（Zhong Weiyue）
さんも、お出でになります。中日交流のすばらしい機会になればと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

日時：２０１５年７月２５日（土）午後２時～４時３０分　鎌倉ＹＭＣＡ会館  会費：1,000円
 
主題Ａ：「現代中国のＹＭＣＡ、ＹＷＣＡの働きについて」　　　　　　　　　　
お話：　施　海（シ－・ハイ）さん　　　　　　　　　　　　　　　　上海ＹＭＣＡ会館
　　 上海生まれ　１９８８年～１９９０年の２年間、中国ＹＭＣＡ全国協会か　
　　　ら大阪ＹＭＣＡに派遣され、とくに青少年活動への有志のボラティア活

動を経験され、中国での幹事として働きに活かされておられる。中国は
ＹＭＣＡとＹＷＣＡは組織的には独立していますが、活動は協働されてい
る場合が多い。

主題Ｂ：「日本に留学しての経験－中日両国の文化と日常」
お話：　鐘瑋悦（ショウ・エリ）さん
　 瑋悦（エリ）さんは,関西学院大学国際学部３回生。夏休みを活用してご

家族と一緒に鎌倉を訪ねられる。３年間の日本での生活からのメッセー
ジです。

　　　　　懇談：約３０分、お茶をいただきながら自由に懇談い
たします
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スティーブン・リー
パー前広島平和文
化センター前理事
長著『日本が世界を
救う』核廃絶のシナ
リオ1296円

竹内敏朗熱
海クラブ
元国際会長
伝記
2000円

「鎌倉�車イス・ガイドブック」
（第3版）
鎌倉車いすと共に歩く会。
�������1冊500円。
宮崎治朗さんの労作！
大変わかりやすく便利です。

琵琶湖よし紙！！
���地球にやさしい！！
�名刺�作ります。
�������池田まで

小千谷支援
新潟�名物ウマーい���
「青苧あおそうどん」
「へぎそば」250円、
鎌倉YMCAで
販売中！！

7/11土安保法制反対平和パレードが行われ、500
人ほどの鎌倉市民が、市役所から、御成通り、若宮大
路、小町通りから雪ノ下教会まで静かに歩きました。

宮崎治浪氏を偲ぶ会が、6/27土、鎌倉福祉会館で開かれました。在りし日

の几帳面ながら温かい人柄を惜しむ数々の感謝の言葉が贈られました。
写真下は2013年11月鎌倉クラブ例会での損害保険のお話しの宮崎氏。

YMCAゴスペルクワイアー鎌倉4月鎌倉恩寵教会での公演で好評
を得、8/1カトリック雪ノ下、11/15恩寵教会、12/17カトリック雪
ノ下教会、12/26とつかYMCAなど次々とアピールする予定です。
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�7月に始まった、YMCAゴスペルクワイアー鎌倉は、鎌倉児童ホームの協力を得て、宇治田憲彦氏、田中義宣氏、との内氏（恩寵教会）の骨折りで、賑やかなスタート、国友よしひろ氏の絶妙な指導�7月に始まった、YMCAゴスペルクワイアー鎌倉は、鎌倉児童ホームの協力を得て、宇治田憲彦氏、田中義宣氏、との内氏（恩寵教会）の骨折りで、賑やかなスタート、国友よしひろ氏の絶妙な指導�7月に始まった、YMCAゴスペルクワイアー鎌倉は、鎌倉児童ホームの協力を得て、宇治田憲彦氏、田中義宣氏、との内氏（恩寵教会）の骨折りで、賑やかなスタート、国友よしひろ氏の絶妙な指導�7月に始まった、YMCAゴスペルクワイアー鎌倉は、鎌倉児童ホームの協力を得て、宇治田憲彦氏、田中義宣氏、との内氏（恩寵教会）の骨折りで、賑やかなスタート、国友よしひろ氏の絶妙な指導�7月に始まった、YMCAゴスペルクワイアー鎌倉は、鎌倉児童ホームの協力を得て、宇治田憲彦氏、田中義宣氏、との内氏（恩寵教会）の骨折りで、賑やかなスタート、国友よしひろ氏の絶妙な指導�7月に始まった、YMCAゴスペルクワイアー鎌倉は、鎌倉児童ホームの協力を得て、宇治田憲彦氏、田中義宣氏、との内氏（恩寵教会）の骨折りで、賑やかなスタート、国友よしひろ氏の絶妙な指導�7月に始まった、YMCAゴスペルクワイアー鎌倉は、鎌倉児童ホームの協力を得て、宇治田憲彦氏、田中義宣氏、との内氏（恩寵教会）の骨折りで、賑やかなスタート、国友よしひろ氏の絶妙な指導�7月に始まった、YMCAゴスペルクワイアー鎌倉は、鎌倉児童ホームの協力を得て、宇治田憲彦氏、田中義宣氏、との内氏（恩寵教会）の骨折りで、賑やかなスタート、国友よしひろ氏の絶妙な指導�7月に始まった、YMCAゴスペルクワイアー鎌倉は、鎌倉児童ホームの協力を得て、宇治田憲彦氏、田中義宣氏、との内氏（恩寵教会）の骨折りで、賑やかなスタート、国友よしひろ氏の絶妙な指導
8 8/9土鎌倉YMCA納涼会では、リーダーやスタッフが集まり、飛行機の話を皮切りにYMCAの楽しい話が盛り上がりました。8/9土鎌倉YMCA納涼会では、リーダーやスタッフが集まり、飛行機の話を皮切りにYMCAの楽しい話が盛り上がりました。8/9土鎌倉YMCA納涼会では、リーダーやスタッフが集まり、飛行機の話を皮切りにYMCAの楽しい話が盛り上がりました。8/9土鎌倉YMCA納涼会では、リーダーやスタッフが集まり、飛行機の話を皮切りにYMCAの楽しい話が盛り上がりました。8/9土鎌倉YMCA納涼会では、リーダーやスタッフが集まり、飛行機の話を皮切りにYMCAの楽しい話が盛り上がりました。8/9土鎌倉YMCA納涼会では、リーダーやスタッフが集まり、飛行機の話を皮切りにYMCAの楽しい話が盛り上がりました。

  2014年8月加藤邸納涼例会�出席合計3名�在籍6名3名50パーセント�ゲスト、ビジター約50名にぎやかで、南部直人さんのショウ。  2014年8月加藤邸納涼例会�出席合計3名�在籍6名3名50パーセント�ゲスト、ビジター約50名にぎやかで、南部直人さんのショウ。  2014年8月加藤邸納涼例会�出席合計3名�在籍6名3名50パーセント�ゲスト、ビジター約50名にぎやかで、南部直人さんのショウ。  2014年8月加藤邸納涼例会�出席合計3名�在籍6名3名50パーセント�ゲスト、ビジター約50名にぎやかで、南部直人さんのショウ。  2014年8月加藤邸納涼例会�出席合計3名�在籍6名3名50パーセント�ゲスト、ビジター約50名にぎやかで、南部直人さんのショウ。  2014年8月加藤邸納涼例会�出席合計3名�在籍6名3名50パーセント�ゲスト、ビジター約50名にぎやかで、南部直人さんのショウ。  2014年8月加藤邸納涼例会�出席合計3名�在籍6名3名50パーセント�ゲスト、ビジター約50名にぎやかで、南部直人さんのショウ。
9   2014年9月例会�ゲスト宇治田憲彦氏卓話。 出席合計7名在籍6名5名83パーセント�厚木千葉ワイズ参列�  2014年9月例会�ゲスト宇治田憲彦氏卓話。 出席合計7名在籍6名5名83パーセント�厚木千葉ワイズ参列�  2014年9月例会�ゲスト宇治田憲彦氏卓話。 出席合計7名在籍6名5名83パーセント�厚木千葉ワイズ参列�  2014年9月例会�ゲスト宇治田憲彦氏卓話。 出席合計7名在籍6名5名83パーセント�厚木千葉ワイズ参列�  2014年9月例会�ゲスト宇治田憲彦氏卓話。 出席合計7名在籍6名5名83パーセント�厚木千葉ワイズ参列�
10 10/14火鎌倉例会「卓話「ワイズとＹＭＣＡ－地域社会と国際協力」�田中義宣ワイズ�出席合計7名�在籍6名5名83パーセント�。10/14火鎌倉例会「卓話「ワイズとＹＭＣＡ－地域社会と国際協力」�田中義宣ワイズ�出席合計7名�在籍6名5名83パーセント�。10/14火鎌倉例会「卓話「ワイズとＹＭＣＡ－地域社会と国際協力」�田中義宣ワイズ�出席合計7名�在籍6名5名83パーセント�。10/14火鎌倉例会「卓話「ワイズとＹＭＣＡ－地域社会と国際協力」�田中義宣ワイズ�出席合計7名�在籍6名5名83パーセント�。10/14火鎌倉例会「卓話「ワイズとＹＭＣＡ－地域社会と国際協力」�田中義宣ワイズ�出席合計7名�在籍6名5名83パーセント�。10/14火鎌倉例会「卓話「ワイズとＹＭＣＡ－地域社会と国際協力」�田中義宣ワイズ�出席合計7名�在籍6名5名83パーセント�。10/14火鎌倉例会「卓話「ワイズとＹＭＣＡ－地域社会と国際協力」�田中義宣ワイズ�出席合計7名�在籍6名5名83パーセント�。
YMCAゴスペルクワイアー鎌倉が、鎌倉恩寵教会で10/19日、国友よしひろ先生による、お話しと公開レッスンに参加、教会をふるわせる大合唱を繰り広げ、ゴスペルの世界に包まれました。YMCAゴスペルクワイアー鎌倉が、鎌倉恩寵教会で10/19日、国友よしひろ先生による、お話しと公開レッスンに参加、教会をふるわせる大合唱を繰り広げ、ゴスペルの世界に包まれました。YMCAゴスペルクワイアー鎌倉が、鎌倉恩寵教会で10/19日、国友よしひろ先生による、お話しと公開レッスンに参加、教会をふるわせる大合唱を繰り広げ、ゴスペルの世界に包まれました。YMCAゴスペルクワイアー鎌倉が、鎌倉恩寵教会で10/19日、国友よしひろ先生による、お話しと公開レッスンに参加、教会をふるわせる大合唱を繰り広げ、ゴスペルの世界に包まれました。YMCAゴスペルクワイアー鎌倉が、鎌倉恩寵教会で10/19日、国友よしひろ先生による、お話しと公開レッスンに参加、教会をふるわせる大合唱を繰り広げ、ゴスペルの世界に包まれました。YMCAゴスペルクワイアー鎌倉が、鎌倉恩寵教会で10/19日、国友よしひろ先生による、お話しと公開レッスンに参加、教会をふるわせる大合唱を繰り広げ、ゴスペルの世界に包まれました。YMCAゴスペルクワイアー鎌倉が、鎌倉恩寵教会で10/19日、国友よしひろ先生による、お話しと公開レッスンに参加、教会をふるわせる大合唱を繰り広げ、ゴスペルの世界に包まれました。YMCAゴスペルクワイアー鎌倉が、鎌倉恩寵教会で10/19日、国友よしひろ先生による、お話しと公開レッスンに参加、教会をふるわせる大合唱を繰り広げ、ゴスペルの世界に包まれました。YMCAゴスペルクワイアー鎌倉が、鎌倉恩寵教会で10/19日、国友よしひろ先生による、お話しと公開レッスンに参加、教会をふるわせる大合唱を繰り広げ、ゴスペルの世界に包まれました。

�映画「飯舘村の母ちゃん」支援試写会コンサートが10/28火、
対人地雷をなくす会主催で鎌倉生涯学習センターで開かれ、古居みずえ監督のトークと試写、二部は佐藤ゆりさんのソプラノコンサート、福島とパレスチナが身近に考えることと、
�映画「飯舘村の母ちゃん」支援試写会コンサートが10/28火、
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�映画「飯舘村の母ちゃん」支援試写会コンサートが10/28火、
対人地雷をなくす会主催で鎌倉生涯学習センターで開かれ、古居みずえ監督のトークと試写、二部は佐藤ゆりさんのソプラノコンサート、福島とパレスチナが身近に考えることと、
�映画「飯舘村の母ちゃん」支援試写会コンサートが10/28火、
対人地雷をなくす会主催で鎌倉生涯学習センターで開かれ、古居みずえ監督のトークと試写、二部は佐藤ゆりさんのソプラノコンサート、福島とパレスチナが身近に考えることと、
�映画「飯舘村の母ちゃん」支援試写会コンサートが10/28火、
対人地雷をなくす会主催で鎌倉生涯学習センターで開かれ、古居みずえ監督のトークと試写、二部は佐藤ゆりさんのソプラノコンサート、福島とパレスチナが身近に考えることと、
�映画「飯舘村の母ちゃん」支援試写会コンサートが10/28火、
対人地雷をなくす会主催で鎌倉生涯学習センターで開かれ、古居みずえ監督のトークと試写、二部は佐藤ゆりさんのソプラノコンサート、福島とパレスチナが身近に考えることと、
�映画「飯舘村の母ちゃん」支援試写会コンサートが10/28火、
対人地雷をなくす会主催で鎌倉生涯学習センターで開かれ、古居みずえ監督のトークと試写、二部は佐藤ゆりさんのソプラノコンサート、福島とパレスチナが身近に考えることと、
�映画「飯舘村の母ちゃん」支援試写会コンサートが10/28火、
対人地雷をなくす会主催で鎌倉生涯学習センターで開かれ、古居みずえ監督のトークと試写、二部は佐藤ゆりさんのソプラノコンサート、福島とパレスチナが身近に考えることと、

10/17,18土横浜YMCA創立130周年記念礼拝が横浜指路教会にて開かれました。上海光州YMCA他、多くのメンバーを集め、記念の平和の宣言に署名をしました。10/17,18土横浜YMCA創立130周年記念礼拝が横浜指路教会にて開かれました。上海光州YMCA他、多くのメンバーを集め、記念の平和の宣言に署名をしました。10/17,18土横浜YMCA創立130周年記念礼拝が横浜指路教会にて開かれました。上海光州YMCA他、多くのメンバーを集め、記念の平和の宣言に署名をしました。10/17,18土横浜YMCA創立130周年記念礼拝が横浜指路教会にて開かれました。上海光州YMCA他、多くのメンバーを集め、記念の平和の宣言に署名をしました。10/17,18土横浜YMCA創立130周年記念礼拝が横浜指路教会にて開かれました。上海光州YMCA他、多くのメンバーを集め、記念の平和の宣言に署名をしました。10/17,18土横浜YMCA創立130周年記念礼拝が横浜指路教会にて開かれました。上海光州YMCA他、多くのメンバーを集め、記念の平和の宣言に署名をしました。10/17,18土横浜YMCA創立130周年記念礼拝が横浜指路教会にて開かれました。上海光州YMCA他、多くのメンバーを集め、記念の平和の宣言に署名をしました。10/17,18土横浜YMCA創立130周年記念礼拝が横浜指路教会にて開かれました。上海光州YMCA他、多くのメンバーを集め、記念の平和の宣言に署名をしました。

�第17回チャリティーラン�10/25土、119チームが出場、鎌倉児童ホームの2チーム10人、中学生主体組は見事2位。小学生も。「車いすと歩む会」とし、式後、「カップヌードル博物館」。�第17回チャリティーラン�10/25土、119チームが出場、鎌倉児童ホームの2チーム10人、中学生主体組は見事2位。小学生も。「車いすと歩む会」とし、式後、「カップヌードル博物館」。�第17回チャリティーラン�10/25土、119チームが出場、鎌倉児童ホームの2チーム10人、中学生主体組は見事2位。小学生も。「車いすと歩む会」とし、式後、「カップヌードル博物館」。�第17回チャリティーラン�10/25土、119チームが出場、鎌倉児童ホームの2チーム10人、中学生主体組は見事2位。小学生も。「車いすと歩む会」とし、式後、「カップヌードル博物館」。�第17回チャリティーラン�10/25土、119チームが出場、鎌倉児童ホームの2チーム10人、中学生主体組は見事2位。小学生も。「車いすと歩む会」とし、式後、「カップヌードル博物館」。�第17回チャリティーラン�10/25土、119チームが出場、鎌倉児童ホームの2チーム10人、中学生主体組は見事2位。小学生も。「車いすと歩む会」とし、式後、「カップヌードル博物館」。�第17回チャリティーラン�10/25土、119チームが出場、鎌倉児童ホームの2チーム10人、中学生主体組は見事2位。小学生も。「車いすと歩む会」とし、式後、「カップヌードル博物館」。�第17回チャリティーラン�10/25土、119チームが出場、鎌倉児童ホームの2チーム10人、中学生主体組は見事2位。小学生も。「車いすと歩む会」とし、式後、「カップヌードル博物館」。�第17回チャリティーラン�10/25土、119チームが出場、鎌倉児童ホームの2チーム10人、中学生主体組は見事2位。小学生も。「車いすと歩む会」とし、式後、「カップヌードル博物館」。

�10/26日子ども虐待防止オレンジリボンたすきリレーで、高徳院大仏前から鶴岡八幡宮まで添谷館長、ビルリーダー、東條薫さんなど20人が児童ホーム、段葛、市街を走り抜け八幡宮まで�10/26日子ども虐待防止オレンジリボンたすきリレーで、高徳院大仏前から鶴岡八幡宮まで添谷館長、ビルリーダー、東條薫さんなど20人が児童ホーム、段葛、市街を走り抜け八幡宮まで�10/26日子ども虐待防止オレンジリボンたすきリレーで、高徳院大仏前から鶴岡八幡宮まで添谷館長、ビルリーダー、東條薫さんなど20人が児童ホーム、段葛、市街を走り抜け八幡宮まで�10/26日子ども虐待防止オレンジリボンたすきリレーで、高徳院大仏前から鶴岡八幡宮まで添谷館長、ビルリーダー、東條薫さんなど20人が児童ホーム、段葛、市街を走り抜け八幡宮まで�10/26日子ども虐待防止オレンジリボンたすきリレーで、高徳院大仏前から鶴岡八幡宮まで添谷館長、ビルリーダー、東條薫さんなど20人が児童ホーム、段葛、市街を走り抜け八幡宮まで�10/26日子ども虐待防止オレンジリボンたすきリレーで、高徳院大仏前から鶴岡八幡宮まで添谷館長、ビルリーダー、東條薫さんなど20人が児童ホーム、段葛、市街を走り抜け八幡宮まで�10/26日子ども虐待防止オレンジリボンたすきリレーで、高徳院大仏前から鶴岡八幡宮まで添谷館長、ビルリーダー、東條薫さんなど20人が児童ホーム、段葛、市街を走り抜け八幡宮まで�10/26日子ども虐待防止オレンジリボンたすきリレーで、高徳院大仏前から鶴岡八幡宮まで添谷館長、ビルリーダー、東條薫さんなど20人が児童ホーム、段葛、市街を走り抜け八幡宮まで�10/26日子ども虐待防止オレンジリボンたすきリレーで、高徳院大仏前から鶴岡八幡宮まで添谷館長、ビルリーダー、東條薫さんなど20人が児童ホーム、段葛、市街を走り抜け八幡宮まで
11 11/11例会　11月出席合計7名　在籍6名5名83パーセント　「鎌倉ワイズ奉仕活動」の話。11/11例会　11月出席合計7名　在籍6名5名83パーセント　「鎌倉ワイズ奉仕活動」の話。11/11例会　11月出席合計7名　在籍6名5名83パーセント　「鎌倉ワイズ奉仕活動」の話。11/11例会　11月出席合計7名　在籍6名5名83パーセント　「鎌倉ワイズ奉仕活動」の話。11/11例会　11月出席合計7名　在籍6名5名83パーセント　「鎌倉ワイズ奉仕活動」の話。
12 12月出席合計5名�在籍6名5名83パーセント�「鎌倉YMCA合同クリスマス会」で楽しく満腹の賑やかな祝会でした。12月出席合計5名�在籍6名5名83パーセント�「鎌倉YMCA合同クリスマス会」で楽しく満腹の賑やかな祝会でした。12月出席合計5名�在籍6名5名83パーセント�「鎌倉YMCA合同クリスマス会」で楽しく満腹の賑やかな祝会でした。12月出席合計5名�在籍6名5名83パーセント�「鎌倉YMCA合同クリスマス会」で楽しく満腹の賑やかな祝会でした。12月出席合計5名�在籍6名5名83パーセント�「鎌倉YMCA合同クリスマス会」で楽しく満腹の賑やかな祝会でした。

12/13�鎌倉市民クリスマス�聖ミカエル教会�ゴスペルクワイアー鎌倉YMCA出演�ぜんざいサービス90人前献金�14000円12/13�鎌倉市民クリスマス�聖ミカエル教会�ゴスペルクワイアー鎌倉YMCA出演�ぜんざいサービス90人前献金�14000円12/13�鎌倉市民クリスマス�聖ミカエル教会�ゴスペルクワイアー鎌倉YMCA出演�ぜんざいサービス90人前献金�14000円12/13�鎌倉市民クリスマス�聖ミカエル教会�ゴスペルクワイアー鎌倉YMCA出演�ぜんざいサービス90人前献金�14000円12/13�鎌倉市民クリスマス�聖ミカエル教会�ゴスペルクワイアー鎌倉YMCA出演�ぜんざいサービス90人前献金�14000円12/13�鎌倉市民クリスマス�聖ミカエル教会�ゴスペルクワイアー鎌倉YMCA出演�ぜんざいサービス90人前献金�14000円12/13�鎌倉市民クリスマス�聖ミカエル教会�ゴスペルクワイアー鎌倉YMCA出演�ぜんざいサービス90人前献金�14000円
2015.01 1/13　新年例会　卓話「古都鎌倉　風致保存会　兵藤芳郎氏　2015年1月例会出席合計10名

在籍6名5名83パーセント�ゲスト兵藤義郎氏、ビジター相原治代氏、酒井ドクター、宇治田憲彦氏、千葉裕子ワイズ

1/13　新年例会　卓話「古都鎌倉　風致保存会　兵藤芳郎氏　2015年1月例会出席合計10名
在籍6名5名83パーセント�ゲスト兵藤義郎氏、ビジター相原治代氏、酒井ドクター、宇治田憲彦氏、千葉裕子ワイズ

1/13　新年例会　卓話「古都鎌倉　風致保存会　兵藤芳郎氏　2015年1月例会出席合計10名
在籍6名5名83パーセント�ゲスト兵藤義郎氏、ビジター相原治代氏、酒井ドクター、宇治田憲彦氏、千葉裕子ワイズ

1/13　新年例会　卓話「古都鎌倉　風致保存会　兵藤芳郎氏　2015年1月例会出席合計10名
在籍6名5名83パーセント�ゲスト兵藤義郎氏、ビジター相原治代氏、酒井ドクター、宇治田憲彦氏、千葉裕子ワイズ

1/13　新年例会　卓話「古都鎌倉　風致保存会　兵藤芳郎氏　2015年1月例会出席合計10名
在籍6名5名83パーセント�ゲスト兵藤義郎氏、ビジター相原治代氏、酒井ドクター、宇治田憲彦氏、千葉裕子ワイズ

2 2/10相原治代Y’s入会式　卓話「中東オマーンを訪ねて」　龍井喜久江氏��出席合計11名
在籍一名増え7名出席7名100パーセント�。ゲスト龍井喜久江氏、ビジター加藤利榮氏、千葉裕子ワイズ�

2/10相原治代Y’s入会式　卓話「中東オマーンを訪ねて」　龍井喜久江氏��出席合計11名
在籍一名増え7名出席7名100パーセント�。ゲスト龍井喜久江氏、ビジター加藤利榮氏、千葉裕子ワイズ�

2/10相原治代Y’s入会式　卓話「中東オマーンを訪ねて」　龍井喜久江氏��出席合計11名
在籍一名増え7名出席7名100パーセント�。ゲスト龍井喜久江氏、ビジター加藤利榮氏、千葉裕子ワイズ�

2/10相原治代Y’s入会式　卓話「中東オマーンを訪ねて」　龍井喜久江氏��出席合計11名
在籍一名増え7名出席7名100パーセント�。ゲスト龍井喜久江氏、ビジター加藤利榮氏、千葉裕子ワイズ�

2/10相原治代Y’s入会式　卓話「中東オマーンを訪ねて」　龍井喜久江氏��出席合計11名
在籍一名増え7名出席7名100パーセント�。ゲスト龍井喜久江氏、ビジター加藤利榮氏、千葉裕子ワイズ�

3 3/14わかめ例会とつか鎌倉合同3/14わかめ例会とつか鎌倉合同 卓話「戦後７０年を迎えてー歴史は繰り返してはならない」卓話者　田中義宣ワイズ卓話「戦後７０年を迎えてー歴史は繰り返してはならない」卓話者　田中義宣ワイズ卓話「戦後７０年を迎えてー歴史は繰り返してはならない」卓話者　田中義宣ワイズ卓話「戦後７０年を迎えてー歴史は繰り返してはならない」卓話者　田中義宣ワイズ卓話「戦後７０年を迎えてー歴史は繰り返してはならない」卓話者　田中義宣ワイズ 2015年3月わかめ例会出席合計15名2015年3月わかめ例会出席合計15名
4 4/14「子どもとふれあう楽しさ」-学童保育の経験から4/14「子どもとふれあう楽しさ」-学童保育の経験から4/14「子どもとふれあう楽しさ」-学童保育の経験から 相原治代Y’s
5 5/12「フィリピンと日本の架け橋」5/12「フィリピンと日本の架け橋」 クリスティン・セレゾ・宮部さん 在籍7名出席7名100パーセント�ビジター、千葉裕子ワイズ, ミズリーダー、レなりーダークリスティン・セレゾ・宮部さん 在籍7名出席7名100パーセント�ビジター、千葉裕子ワイズ, ミズリーダー、レなりーダークリスティン・セレゾ・宮部さん 在籍7名出席7名100パーセント�ビジター、千葉裕子ワイズ, ミズリーダー、レなりーダークリスティン・セレゾ・宮部さん 在籍7名出席7名100パーセント�ビジター、千葉裕子ワイズ, ミズリーダー、レなりーダークリスティン・セレゾ・宮部さん 在籍7名出席7名100パーセント�ビジター、千葉裕子ワイズ, ミズリーダー、レなりーダークリスティン・セレゾ・宮部さん 在籍7名出席7名100パーセント�ビジター、千葉裕子ワイズ, ミズリーダー、レなりーダー
6 6月6,7日、第18回東日本区大会が、厚木文化会館、レンブラントホテル、450名出席。ロボット開発、｡6月6,7日、第18回東日本区大会が、厚木文化会館、レンブラントホテル、450名出席。ロボット開発、｡6月6,7日、第18回東日本区大会が、厚木文化会館、レンブラントホテル、450名出席。ロボット開発、｡6月6,7日、第18回東日本区大会が、厚木文化会館、レンブラントホテル、450名出席。ロボット開発、｡6月6,7日、第18回東日本区大会が、厚木文化会館、レンブラントホテル、450名出席。ロボット開発、｡

6/9例会　卓話「東日本区大会報告」池田　出席5名　千葉Y’s6/9例会　卓話「東日本区大会報告」池田　出席5名　千葉Y’s6/9例会　卓話「東日本区大会報告」池田　出席5名　千葉Y’s6/9例会　卓話「東日本区大会報告」池田　出席5名　千葉Y’s
6/27土　宮崎治浪さんを偲ぶ。鎌倉福祉会館6/27土　宮崎治浪さんを偲ぶ。鎌倉福祉会館6/27土　宮崎治浪さんを偲ぶ。鎌倉福祉会館

納付、献金完了しました。（15/7/2までに）

2014年10/25第17回チャリティーラン支援50,000円

鎌倉児童ホーム出場激励��������  �����6,000円
プロテクトアチャイルド������������������10,000円

ハッピーホーム����������������������������10,000円
対人地雷をなくす会�����������������������5,000円

鎌倉車いすと共に歩む会�����������������5,000円
富士山Y「平和の鐘」献金���������������10000円

ネパール震災�����������������������������26,000円
東山荘支援��������������������������������20,000円

盛岡YMCA支援��������������������������20,000円

合計����������������������������������������158,000円

東日本区区費、���������������77000円
CS,ASF,TOF,BFRBM,YES,入会金,
��計�������������������������������51,982円
ロスター�������������������������12,100円
広告������������������������������10,000円
湘南沖縄部部費����������������7500円
部CS��������������������������������6250円
YVLF �����������������������������20,000円
鎌倉YMCA会場使用謝礼������20,000円

例会費用、講師交通費、��34,344円 
鎌倉YMCAバザー資材������������1,500円

市民クリスマスぜんざい資材2,759円
4/29 恩寵教会バザー資材�1,003円

合計�����������������������������244,438円
支出総計����������������������－22,200円
次期繰り越し金����������������26,133円

14̃15�会計決算
会費14̃15、寄付、収入
����������������������������������311,983円
ジャかぼ・豆収入����������627,322円
利息�������������������������������������13円

合計���������������������������939,273円
前期繰越金�����������������51,333円

ジャかぼ。仕入れ����������297,068円
豆、経費仕入れ������������260,967円

合計����������������������������558,035円

献品、献金、実績
市民クリスマス聖ミカエル教会�14000円
鎌倉児童ホーム�ジャかぼ�����������8箱
鎌倉YMCA�ジャかぼ������������������5箱
鎌Yバザーぜんざい40人分����6,000円
4/28�鎌倉恩寵教会バザー支援5,000円

区費�����39,500円
������������37,500円
CS       ���7,500円
ASF      �3,000円
TOF      12,682円
BF         12,000円
RBM��������4,800円
YES          3,000円
入会金�����6,000円

2015/6/7厚木区大会で以下
の通り表彰を受けました。
環境キャンペーン優秀賞83%、 
CS献金,ASF献金,BF献金、一人
当たりTOF献金（二位）、TOF献
金、RBM献金、YES献金達成
賞、グランドスラム（一人当たり
目標額以上をBF, TOF, 
RBM,YESすべてを達成）、そし
てノンドロップ賞,ロスター広告協
力賞など,11の表彰を受けまし
た。


