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TOF; TIME OF FAST強調月間

「信念のあるミッション」���「恵みを数えよう」���ウィッチャン・ブンマオアジョン国際会長（タイ）
「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�
　　マタイによる福音書第5章5節
「柔和な人々は、幸いである、
　　　　　　　その人たちは地を受け継ぐ。」

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

                                   鎌倉ワイズメンズクラブ2014~15役務；��チャーター1992年1月

池田光司・会長・Bulletin  EMAIL; km200897@u01.gate01.com�TEL/FAX 0467-23-2848�携帯080-5698-2848
田中義宣・書記・DBC�ytanaka1932@ybb.ne.jp  
野澤ひらく・副  会長 hiraku_nozawa@yokohama-ymca.or.jp �
軽部恵子・会計yymcn251@ybb.ne.jp� /芝崎孝夫CS・TEL/FAX 045-715-4427
添谷憲一・連絡主事soeya_kenichi@yokohamaymca.org��/
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�      ����������2016/2/8/火��鎌倉Y'sメンズクラブ�
������������今城高之湘南・沖縄部長公式訪問

����例会�プログラム������午後6時30分~
����鎌倉YMCAにて�����������������添谷館長
開会点鐘���������会長�
Y'sソング・ワイズの信条
讃美歌�391番「ナルドの壺」
今月の聖句�マタイによる福音書 第5章5節
祈り 

ゲストビジター紹介
長野邦子ワイズ入会式

「鎌倉車いすと共に歩む会」兵藤
・今城部長、林書記ご挨拶
���ワイズ�、今後の予定
　YMCAから����添谷館長
・今月のハッピバースデー�相原治代ワイズ2/20
・ファミリーファスト募金�
・ひと言�各自

閉会点鐘 ���� ����会長

  2016年1月12日火�
新年例会出席7名
在籍7名中出席6名�86%
ゲスト�長野邦子さん、
����������千葉裕子Y’s

 1月30日
土�湘南・
沖縄部長
沖縄公式
訪問��沖縄
YMCAに
て。那覇、
沖縄クラブ
合同例会�
例会出席
25名�知念
沖縄
YMCA理
事長の奨
励、並びに
各クラブの
心意気を
分かち合い
ました。

「1/12/16 鎌倉ワイズ新年例会」�「仕立屋」
鎌倉駅東口東急ビル3階にて�
2月に入会をされる長野邦子さんを迎え
て、鎌倉クラブの新年の抱負を語り合い
楽しい例会となりました。

1/16土�横浜
YMCA-Y’s合
同新年会「ホ
テルプラム」
横浜西口10
分に軽部Y’s
を始め60名
が集まり相賀
牧師Y’s（つ
づき）の奨励
をはじめ、歌
あり、スタント
ありで楽しく
交歓をしまし
た。

1

�������������������今城高之湘南・沖縄部長,
��������������������林茂博書記�公式訪問 

卓話：「鎌倉車いすと共に歩む会」
ゲスト卓話者：兵藤芳郎さん（ 鎌倉車いすと共
に歩む会会長、 鎌倉風致保存協会理事長、
鎌倉YMCA運営委員）
2015年1月風致保存教会について卓話、

新入会�長野�邦子（ながの�くにこ）さん�

鎌倉YMCA運営委員、鎌倉教会員、
ハリス幼稚園園長補佐、鎌倉静養館

支援奉仕ほか、

  2016年1月12日火�
新年例会出席7名
在籍7名中出席6名�86%
ゲスト�長野邦子さん、
����������千葉裕子Y’s
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�����������������������カレンダー

�����������2016年1月IBC/DBC
1/9土�1230~在京ワイズ合同新年会
1/12火�鎌倉クラブ例会�「仕立屋」
1/16土横浜YMCAワイズ合同新年会�ホテルプラム
1/30,31土日�部長沖縄公式訪問�評議会

����������������2月�TOF強調月間
2/9火�鎌倉クラブ例会
2/11木�横浜YMCA会員総会�とつかYMCAにて
������������������3月BFメネット強調月間

3/4金�シンポジウム「いのちと原子力」�S. リーパー、E. ガンダー

セン、M.�オルソン ワークショップ�講演��生涯学習センター�18時̃
3/5,6土日�13時̃次年度役員研修会「東山荘」御殿場

3/12土�鎌倉・とつか合同ワカメ例会�「蕾の家」18時̃
4月LT�LEADERSHIP TRAINING強調月間

4/12火�鎌倉クラブ例会
4/29金�恩寵教会バザー支援

2016/6/4,5土日�第19回東日本区大会�長野

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

� 十勝じゃがいも・カボチャ、2015年10/20発売開始、大好評
で、10月末、150箱、売り切れ、ご協力ありがとうございました！！� ご
希望に添えなかったことをおわびします。65名の方がたにご協力頂
き、売上280,320円収益21,000円（未収金24,600円、児童ホー
ム、鎌倉YMCA他支援を含む）、でした。

��小豆、大豆、販売中。
安価、美味、便利、健康的、備えて安心。世界一の豆はいかが？� 秋
深く、大納言、小豆、うずら豆、金時豆、黒豆と新ものが入り次第販
売していきます。�小豆値下げ、 大豆ともに750円/kg。他1,000円/㎏。お
入り用なだけご用命下さい。 
収益は鎌倉児童ホーム、鎌倉YMCAほかに寄贈されます。

「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。

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！！

�����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。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。

竹内敏朗熱海クラブ
元国際会長伝記
2000円
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�TOF 則ちTIME OF FASTとは「断食の時」世界の飢餓に苦し
む人を支援のため｡例会の食事を抜き、その金額を献金、国
際協会が集めて、支援目標に捧げる｡途上国の民生で苦労
するYMCAが世界同盟に申請、国際議会で支援を決める。

2016年3月4日土曜日に、スティーブン・リーパー
さん、アーニー・ガンダーさん、メアリー・オルソ
ンさんの放射線原子力専門家の「いのちと原子力」
セミナーを開くため鋭意準備が進められています。

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
����新刊書「ヒロシマ発�恒久平和論」1000円
����『日本が世界を救う』核廃絶のシナリオ1296円

�1月IBC/DBC強調月間とは、INTERNATIONAL, 
DOMESTIC BROTHERHOOD兄弟 CLUBのことで、足利と
鎌倉は1996年4月�20名の足利クラブメンバーを含み80
名で賑々しく兄弟クラブ締結式を行ったとあります。
芦屋クラブとは2003年6月に締結式を行いました。

�BF 則ちBROTHERHOOD FUNDとは,BF代表や国際役員が
公式の旅行をするために積み立てられる基金。使用済み切
手を集め換金されるほか、献金も受付ける。フィラテリスト、
エクスペンディチャーコミッティーが働く。（ロスター参照）

�LT 則ちLEADERSHIP TRAININGとは,会員のリーダーシップ
開発、向上を目的の研修。区では部役員、クラブ役員の研修
を企画、実施、また部主催の研修を支援する。（ロスター参照）

東日本区クラブ会長、部長の皆様
2月はTOFの強調月間です。
ＴＯＦ（Time　Of　 Fast）
断食、又は、食事を質素にして節約したお金を集めて、その資金にしてい
ます。以前ご案内させて頂きました通り、国際では現在、世界で新たに6
つのTOFプロジェクトが進行中で、各プロジェクトへ約300万円ずつTOF
から拠出されております。皆さまが日々の暮らしの中でＴＯＦを実践して
いただけるようにカレンダーを添付致しました。ぜひトライしてみてくだ
さい。（例）２月３日　雨天１０円　降っていなければ５０円」今日は晴
れの地域が多いので５０円になりそうです。
東日本区ホームページの国際・交流にもダウンロードできるようになって
おりますのでクラブ内へご案内頂けますと嬉しいです。（今年度の東日本
区の献金目標はお一人様1,300円以上とさせて頂いております。）また２月
１５日は各種献金の締切日となります。BF切手収集ルートが例年と異なり
まして「クラブ」→「部主査」となっておりますのでご注意ください。
「BF切手収集の注意」を区のHPにアップしておりますので
収集切手の品質を今一度精査頂きます様お願いします。
各献金お一人様目標金額は
●「BF:2,000円以上」
●「TOF：1,300円以上」
●「EF：記念献金」
●「UGP（ロールバックマラリア）：800円以上」
●「YES：500円以上」
とさせて頂いております。ご協力何卒宜しくお願い申し上げます。
国際・交流事業主任　柳澤　岳松本）

2


