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評価強調月間�Evaluation

「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�

　　　　　ルカによる福音書　第9章28～29節
28この話をしてから八日ほどたったとき、イエスはペ
トロ、ヨハネ、およびヤコブを連れて、祈るために山
に登られた、29祈っておられるうちに、イエスの顔の
様子が変わり、服は真っ白に輝いた。

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、 ペットボトル
キャップ、 プルトップタブ(今
年東京ベイサイドクラブは

175㎏集めたそうです）、

奮ってお持ちより下さい。

����2016~17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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2016/6/14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

讃美歌第２編　182番　丘のうえに十字架はたつ
今月の聖句�　ルカによる福音書　第9章28～29節
祈り 
ゲストビジター紹介

野澤 展(ひらく)ワイズ、『熊本大震災支援」
ワイズ�報告、5/17第2例会報告、
�������������������つづきクラブ10周年、
�������������������長野区大会報告、
今後の予定　
YMCAから����三上淳館長
6月のハッピーバースデー�添谷前館長
熊本大震災支援献金、BAPY献金
ひと言�各自
閉会点鐘 ���� ����会長

  2016年5月10
日火�鎌倉例会
千葉裕子Y’s転入
会式、鎌倉在籍9
名に出席6名�67%�
、高速増殖炉もん
じゅのVTRを見、
プルトニウム、ナト
リウム、怖さを知り
ました。熊本被災
地支援に行った野
澤Y’sの報告

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/
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福島原発事故による放射能汚染地図

www.kananet.com/fukushima.../fukushima-osenmap2.htm
「ワイズに引かれて善光寺」第19回東日本区

大会が長野で6/4,5土日に開かれ、400人以
上の楽しい集まりとなりました. 善光寺の住職さ

んもメンバーの長野クラブ、豪壮なお寺にまつ
わるいろいろなお話し『絵解き」「声明しょうみょう」

など披露され、散策で戒壇巡りなど頼朝との縁
話と珍しい体験をしました。鎌倉はFF1番の他, �

BF、ALF,�FF, RBM,�CS,,ロスター協力、ノンド
ロップと8つの賞を貰いました。

�G7主要7カ国外相会
合。G7首脳会議（伊勢志
摩サミット）、オバマ大統
領広島訪問、残した折り
鶴、リーマンショック並の
経済不安により消費税増
延期、衆参同時選挙でな
く参院のみ、補苦戦の核
開発加速、尖閣に中ロ軍
艦侵攻とめまぐるしく動
いています。福島で避難
指示解除令が出、補償
打ち切りへ、高浜静浜再
稼働へと、不気味な動き
です。
 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

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

J-SHIS地震調査研
究推進本部による今
後三十年以内に起こ
りうる震度6弱地震確
率は、横浜81%、東
京47%、しかし熊本
はなんと8%だったと
のこと。
�高浜再稼働は、もと
より、静浜、川内、伊
方はどうなるのでしょ
うか？�地図のどこか
わかりますか？

ワイズの事業年度は六月で終わり締めくくり、七月から新年度。 クラブの総会は7月に開かれます。
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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、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。
5/18木熊本地震義捐金バザーで3800円を寄付しました。

「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！！

�����つづきクラブ創立10周年
@富士山YMCA �グローバルエ
コヴィレッジ、 富士宮市�朝霧
高原 5/21土 鎌倉5名プラス
ワンで出席総勢40数名の賑
やかな出張でした、「平和の
鐘」も鳴らしてきました｡「東北
震災復興の苦難や支援」、ま
た、BBQやキャンプファイアー
ゲーム、と盛りだくさん、三組
の三つ子の回に出会ったり、富
士宮ヤキソバ、白糸の滝、人
馬の滝、吉田うどんなど楽しく
思い出に残る遠征でした｡急い
でとって返し、夕刻にはYMCA
ゴスペルクワイアー鎌倉の鎌
倉出演にも参加して、盛りだく
さんな週末でした。

竹内敏朗熱海クラブ
元国際会長伝記
2000円

3

�カレンダー

5月�EF/JEF,Endowment Fund,Japan East強調月間
5/10火�鎌倉クラブ例会。熊本献金6千円�クラブ熊本献金二万円、

5/17火�鎌倉クラブ第2例会
5/18水�熊本地震義捐金バザー�����ソンベカフェ�鎌Y’s献金3800円

5/21土〜22日�つづきクラブ10周年記念式典�富士山YMCA��「東日
本大震災害復興支援」について、

5/22日�鎌倉市民活動フェスティバル�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�「熊本報告、松島Y’s奉仕

の書、車いすの会募金活動」
6月 評価強調月間

6/4,5土日�第19回東日本区大会�長野
6/7火�YY’s協議会�鎌倉担当�「熊本支援募金について」など、

6/14火�鎌倉クラブ例会�熊本震災支援、区大会報告など
6/18土�湘南・沖縄部�評議会

7月キックオフ
7/12火�鎌倉クラブ例会�若木部長公式訪問。

7/26鎌倉YMCA運営委員会
8月�CS強調月間�COMMUNITY SERVICE

8/23火�加藤邸納涼会
2017年6月上旬、第二十回東日本区大会�川越

2

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/

�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＞ 

 

野澤Y’sの鎌倉

シティーブラス、
5/15日、長谷

寺での演奏会、
大変迫力ある演

奏でした。
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