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EF/JEF Endowment Fund/Japan East�Fund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�
　コリントの信徒への手紙　一　　第8章1節
　偶像に供えられた肉についていえば「我々は
皆、知識を持っている。」ということは確かです。
ただ知識は人を高ぶらせるが、愛は造り上げる。

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@yokohamaymca.org/ �
軽部恵子・会計yymcn251@ybb.ne.jp� /芝崎孝夫CS・TEL/FAX 045-715-4427
三上淳・連絡主事mikami_jun@yokohamaymca.org��/
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2016/5/10火��鎌倉クラブ例会
「鎌倉YMCA」にて�18時30分̃

���������開会点鐘���������会長�
Y'sソング・ワイズの信条
讃美歌　292番　はてしも知れぬ
今月の聖句�コリントの信徒への手紙一　第8章1節
祈り 
ゲストビジター紹介

千葉裕子Y’s　転入会式

VTR「高速増殖炉もんじゅ、問われている『叡智』」
提供：岩田薫（鎌倉放射能市民測定室代表）

ワイズ�、今後の予定　
YMCAから����三上淳館長
5月のハッピーバースデー
熊本大震災支援献金
ひと言�各自
閉会点鐘 ���� ����会長

�鎌倉YMCA館長
の交代。
��三上淳新館長
（左）は富士山
YMCA、富士クラ
ブからの張り切っ
て飛んできまし
た。 添谷憲一館
長（右）は大和
YMCAライフケア
センターの館長と
なります。

  2016年4月12日火�鎌倉例会
出席9名�鎌倉在籍8名に中出席6名�75%�
三上新館長転入会式、
ゲスト岩田薫鎌倉放射能市民測定室代表
の卓話、長谷川夫人、千葉Y’s、
鎌倉の放射能汚染状況、

鎌倉クラブブレティンご覧ください。

http://ys-east.jimdo.com/bulletin/kamakura/
ワイズメンズクラブ東日本区ホームページ

http://ys-east.jimdo.com/

1

4月卓話「鎌倉市の放射能汚染はどうなっているか」
　　岩田薫 鎌倉放射能市民測定室代表
　福島第１原子力発電所の事故による放射能汚染は、鎌倉市にま
で及んでいる。市が七里ヶ浜に設置した放射能測定器が役をなさ
ないで撤去された。大船の下水処理場の汚泥はひどく汚染された
ものがプラスティック袋詰めにされ最終処分場が決まらず、その
まま保管放置してある。
　市民の生命と健康を守るために、放射 能の検査測定をするため
に本団体を立ち上げ、約二百万円の機器をそろえ、会員は放射能
汚染についての基本的な知識を学習した。①食品の放射能レベル
の測定②大気中の放 射能濃度の測定③子どもの甲状腺への健康被
害を未然に防ぐため体内被曝量の測定している。測定器は御成の
事 務所に置き、市民の要望にこたえる形で対応している。①の食
品検査は、流通食品だけでなく、市民が運営する店舗の食材、自
営農家の生産物、家庭菜園の生産物など幅広く対応している。②
は通学路や施設の周辺 等定期的に測定する。200ベクレルをこえ
るものは県で再検査される。やいずれも測定したデータはＨＰ他
で市民に公開している。 ③については、専門の機関と提携し、鎌
倉から定期的に検診のためのチャーターバスを運行する形で対応
している。鎌倉二階堂の宅地の池から200ベクレル近いものが検出
された。検体は一件費用五百円で一時間くらいで検査。サービス
券が、鎌倉YMCAにいくらか用意されている。

福島原発事故による放射能汚染地図
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琵琶湖よし紙！！
���地球にやさしい！！
�名刺�作ります。
�������池田まで

� �大納言小豆、小豆、うずら豆、金時豆、黒豆,�
大粒大豆、普通大豆� 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？�
� 普通大豆500円/㎏、 小豆、大豆ともに750円/k
g。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、
5/21土つづきクラブの10周
年記念祝典が富士山Yで開か
れます。宿泊がおすすめです。
そろっていきましょう。
平和の鐘募金も昨年鎌倉クラ
ブは実施しました。
  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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2016年3月4日土曜日
放射線原子力専門家による シンポジウム「いのちと原子力」
驚くべきその証言、

メアリー　オルソン
・5歳までの女の子は男の子の２倍被爆リスクを受ける。
・女の子は放射能の影響を大人男性の10倍うける。生涯のがん罹患率は10倍である。
　成人女性は男性の1.5倍受ける。 
・福島に子どもを住ませてはならない。
・放射能は目に見えない。
・高浜でMOXを5%から30%に挙げようとしている。
・MOX燃料は、癌罹患率を２倍深刻にする。女の子の癌発症率は大人男性の20倍になる。
アーニー　ガンダーセン
・刈り取った草木、表土、泥を収めた黒い袋一個一トンが、3千万個（トン）見渡す限り並
んでいた。あと5年もすると、破損して汚染が広がる。焼却処分は、空中に散乱するのでし
てはならない。
・除染されたのは居住区だけで、山林などは手つかずで、埃となり、除染済みの地域に再び
降り積もっている。再汚染。未除染の地表の草、苔を食するイノシシが白内障になってい
た。
・事故後、名古屋で掃除機のごみから、9ミクロンの200ベクレルの放射性物質が見つかっ
た。汚染は広がっている。
・福島第一原発に流れ込み、メルトダウンした炉周辺に流れる地下水を止めることが出来な
い。（くみ上げて保管している汚染水のタンクは80万トンに達し今なお日に550トン増え続
けている。訳注、16年3月現在）　太平洋に流出し、汚染が広がっている。
・許容限度を20ミリシーベルトに1ミリから上げたのは科学的根拠は全然ない。
・原発は再稼働してはならない。
・安全率に関してはむかし設計段階で設定されたままで、新基準ではマージンが減っただけ
で、改修、改善されたわけではない。
スティーブン　リーパー
・福島汚染地区を回って汚染のひどさに圧倒された。訪問して初めて分かった。
　岡山まで逃れた母子が、病から逃れられた例がある。
・世界が原発事故の災禍を憂えている。
・一人ひとりが世界と一緒に、再稼働に反対の声を上げる。電力を節減が必要。
（セミナー内容について、詳細の発表を検討中）

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

�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。研修会など企
画実行。

�����������������������カレンダー

4月LT�LEADERSHIP TRAINING強調月間
4/12火�鎌倉クラブ例会

4/22金��とつかクラブ「筍」例会
4/23土�湘南・沖縄部�役員会

4/29金�鎌倉恩寵教会バザー支援�
��������������被災地物産販売、ぜんざい豆販売。6600円寄贈

5月�EF/JEF,Endowment Fund,Japan East強調月間
5/10火�鎌倉クラブ例会。

5/18水�熊本地震義捐金バザー�����ソンベカフェ�おとなり10時̃
5/21土~22日�つづきクラブ10周年記念式典�富士山YMCA��

13時̃
5/21土,�22日�鎌倉市民活動フェスティバル�生涯学習セン

ター
��������15時�YMCA�ゴスペルクワイアー鎌倉出演

5/27金�鎌倉市民クリスマス委員会
5/28土�横浜YMCA会員総会�とつかYMCA�15時~

6月 評価強調月間
6/4,5土1030~日�第19回東日本区大会�長野

6/7火�YY’s協議会
6/14火�鎌倉クラブ例会

6/18土�湘南・沖縄部�評議会

ロスターを見よう

�EF:ENDOWMENT FUND、国際ワイズ特別基金。会員の吉事に寄
付、事業に役立てられる。「ゴールデンブック」に載る。
JEF；JapanEastY’sMens’Fund 東日本区の基金、「奉仕帳」に載る。

鎌倉クラブブレティンご覧ください。

http://ys-east.jimdo.com/bulletin/kamakura/

ワイズの事業年度は六月で終わり締めくくり、区大会は長野で四日に
始まります。 七月から新年度。 クラブの総会は7月に開かれます。

�G7主要7カ国外相会合に出席した各国外相が広島市平和
記念公園を訪れ、原爆慰霊碑に献花しました。オバマ大統
領も五月のG7首脳会議（伊勢志摩サミット）後に訪問を検討
中とのこと(4/11/16)、
 一方、日本の核武装について国会で議論が続いているとの
新聞報道があります。えーっ

長野
東に
本区
大会
に申
し込
み
はお
急ぎく
ださ
い。

�我が家では省電力、節減が進んでいません。
電力自由化が始まりました。
価格ドットコムで調べると、いちばん安い所が分かります。
再生可能エネルギーを選ぶことも出来ます。

 
 
 
 
 
 
 
 
  

第18 回     かまくら市民活動フェスティバル 
 

５/21（土）  10：00～17：00         

５/22（日）  10：00～16：00     

 

主催：鎌倉市市民活動センター       
  連絡先：0467－60－4555 

 

登録団体による 

パネル展示 

相談コーナー 

販売コーナー 

ホール企画      〈定員 280名> 
21日（土）   １４：００～    講演会 

  「仲間とつながる、心がひろがる」   
～認知症になってもやれることはこんなにある！～ 

 

●第１部  基調講演  稲田秀樹氏 

●第２部  講演  佐野光孝氏 

                    「認知症になってはじめたこと」 

●第３部  オレンジコンサート 

                    ♪ギターと歌  他 

 

22日（日）  １３：0０～   こずえ＆L＆D 

１４：００～  南京玉すだれささら踊り 
                                     マジック 

１５：0０～   ゴスペルコーラス 

 

似顔絵 

名刺制作 

 

 

 
 

ピロティでのパフォーマンス 

■ ﾊﾞﾙｰﾝｱｰﾄｼｮｰ  （5/21    11:00～） 
■ なっちゃんの紙芝居 
（5/21    11:30～  13:00～  14:30～） 

■ 多言語活動の紹介と体験交流会 

                            （5/22  11:00～） 

■  南京玉すだれ公演 

（5/22  13:00～）   

 

こども広場 
■ おりがみ 

■ おてだま 
■ けんだま 

■ たけうま    ほかいろいろ 

 

 

 
 

鎌倉生涯学習センター 
＜入場無料＞ 
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