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キックオフ�/YMCAサービスASF／RBM強調月間

「私たちの未来は今日から始まる」「手を取り合えば、もっと多くのことが出来る」ジョーンウィルソン国際会長’カナダ）
「Y’s運動を尊重しよう」よりよい世界のため、ワイズメン・ファミリーの絆を強めよう。」トン・ミン・シャオアジア会長（台湾）

「明日に向かって今日動こう」「手を取り合えばもっと多くのことが出来る」��������������������利根川恵子東日本区理事（川越）�
「あなたが退会しない理由は？」 「 ～明るく・楽しく・元気よく�」��若木一美�湘南・沖縄部長（横浜とつか）

「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5章38節

「新しいぶどう酒は、新しい革袋に入れねばならない。」

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。

�������������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2016〜17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  長野邦子・YMCAサービスkuniko1115@yd5.so-net.ne.jp

野澤ひらく・副会長 hiraku_nozawa@yokohama-ymca.or.jp �相原治代・ユース�携帯090-4204-7038
千葉裕子副会長、CS�kunst-yu-chiba@m3.gyao.ne.jp

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

  2016年6月例会
出席合計8名＋1匹
在籍9名89パーセント�
野澤Y’s熊本支援奮闘の様子を語る。
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�      ����������2016/7/12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�
開会点鐘���������会長�
Y'sソング・ワイズの信条
讃美歌420番�「世界のおさなる」
今月の聖句�ルカによる福音書　第5章38節
　　　　　　　　　　　　　　第1ページ右上参照

祈り 

ゲストビジター紹介
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
卓話・若木部長�
「ワイズメンズクラブ、国際協会、東日本
区、湘南・沖縄部について」

・鎌倉ワイズメンズクラブ
　　3/15/2017チャーター２５年を迎えますー
「これからの自分の生き方の目標と計画などを自
由に」

・報告・連絡事項
���ワイズ�、評議会
　YMCAから����三上館長
・今月のハッピバースデー
・ほのぼの募金タイム�RBM
・ひと言�各自

閉会点鐘 ���� ����会長

2015〜16年を振り返って
� 鎌倉クラブにとっては昨年度相原治代さんが入会してくださった
あと、2月から長野Y’s入会、4月に三上淳館長が就任富士クラブ
からの転入会、5月に千葉裕子Y’sが転入会ど、、ので大変賑やか
になりました。鎌倉YMCAに大変刺激のある方が来られました。
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｡4月にはついに、つづきクラブ
創立10周年記念式典に、、五人のメンバーとティナと出参加する
ことが出来、クラブ再起動後初の出来事でした。
� 2015年7月総会以来・納涼会、例会、10月横浜ワークピアでの
でのたのしい部会今城部長と林書記のめざましい活躍に引っ張ら
れ盛り上がった部の活動、、毎月の例会では各界の名士のお話し
を頂きいつも目を開かれました。武田利邦氏による現代キリスト教
の現状をまなび、兵藤芳郎鎌倉車いすと共に歩む会会長の努力、
3月のいのちと原子力シンポジウムで放射能の危険をつぶさに知
り、岩田薫鎌倉放射能市民測定室代表の大変な状況を知り、わか
め例会で多くの方々と交流しました。チャリティーラン、鎌倉市民ク
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150箱、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。
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
したこといろいろとご意見をいただきたいところです。皆それぞれの
事情を抱えての中野運動です。ワイズをみんなで支えて戴きたい
です。
� 新しい年が始まりましたが､会員増に会わせてふくらむ決算や総
括に今後のさらなる展開を､みんなの力で楽しく奉仕活動をするこ
とが出来役に立つことができればと願っています。� ひたひたと迫り
来る戦前回帰の足音、沈んで行く国の中で共に力を合わせて役に
立つことが出来るよう努力したいと思います。（池田光司）

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。

若木一美湘南・沖縄部部長�2016〜17
若木建築設計登記測量事務所長、一級建築士
2012〜13部書記。池田年度

昨年度の会計簿、ジャかぼ豆会計、資料を参照ください。

昨年度活動報告は、一覧表をごらんください。
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�����������������������カレンダー

6月評価
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月新年度キックオフ,YMCAサービス,ＡＳＦ,ＲＢＭ

7/12火�鎌倉クラブ総会例会�鎌倉YMCAにて
7/17日16時～東京多摩みなみチャーターナイトコンティー多摩セン
ター会費七千円

7/22金�市民クリスマス委員会��19時��鎌倉YMCA
7/24日13：00～15：00　熊本地震復興支援報告会
      　　　　　　鎌倉恩寵教会　大塚英彦さん野沢ひらくさん

7/24障がい者バリアフリー海水浴、材木座、8時~
7/26鎌倉YMCA運営委員会

7/29金〜31日�国際大会�台北�
7/29~ユースコンボケーション

7/30土福島避難者支援大会建長寺に鎌倉ゴスペル出演
8月�CS COMMUNITY SERVICES地域奉仕事業強調月間

8/6？���鎌倉YMCA納涼会
8/13土「Ｊ・Ｔ・スウィフト主事夫妻墓前の集い」正午～　於横浜外
国人墓地　墓前礼拝　中華街で昼食懇談

8/23火�1800~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��������������

9/9火�鎌倉クラブ例会
10月EMC/E、YES

10/3,4�湘南・沖縄部部会 
10/11火�鎌倉クラブ例会

ジャかぼ販売開始20日ころ
10/22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
11/3バザー

11/8火�鎌倉クラブ例会
12月EMC/MC

12/8火�鎌倉クラブ例会
12/10土�鎌倉市民クリスマス�雪ノ下カトリック教会

2017年6月上旬、第二十回東日本区大会�川越

� 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？��健康に、家計に、災害に。
1000円/㎏� 大豆500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。
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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！！

「ロールバックマラリア（ＲＢＭ）」運動の現況報告とお願い
　東日本区国際・交流事業主任　太田勝人（東京世田谷）
ワイズドットコムの皆様、
各部の国際・交流事業主査の皆様、

　東日本区国際・交流事業主任を担当させていただきます太田と申します。
７月の強調テーマは、キックオフ・Ｙサービス・ＡＳＦと共に「ＲＢＭ」です。
すでにご案内の如く、ワイズメン国際協会は国際赤十字社や国連のＷＨＯ，ＵＮＩＣ
ＥＦなどとパートナーシップを組んで、マラリアから貴い命を守る運動（ＲＢＭ）を
推進しています。
　 ＲＢＭ運動は、２０１０年からスタートし、昨年更に３年間延長して２０１８年ま
で行うこととなりました。
東日本区国際・交流事業委員会では、ＲＢＭへの支援を重要施策と位置づけて皆様
に、「ＲＢＭ献金」をお願いして参りました。
　 ６月４－５日開催された東日本区長野大会でも柳澤直前主任から昨年度　 ６０１，
７２５円の献金があり、国際協会ジュネーブ本部に送金された事が報告されました。
こうした貴い献金をもとに実際アフリカを中心に「蚊帳」を配布されています。
　「Ｗｏｒｌｄ　ＭＡＬＡＲＩＡ　ＲＥＰＯＲＴ　２０１５」のKey Points　のとこ
ろを見ますと、以下のような要点となります；

1� マラリア病感染者は、２０００年の２億６千万人から２０１５年は２億１千万
人と１８％減となっています。

2� 死者は同期間８３９，０００人から４３８，０００人と何と４８％減となりま
した。

3� ５歳以下の死者の数は２０１５年で３０６，０００人もいて亡くなられる人の
７割がこの５歳以下のお子さんです。

　 このように国連ミレニアム計画では目標に向かっています事を皆様にお伝えし、引
き続きＲＢＭへの献金をお願い申し上げる次第です。
最後にこの秋東新部部大会が１０月８日（土）に開催され、①マラリアから子どもを
守ろう！谷本賢一郎ファミリーステージ　 と②国立国際医療研究センター、マラリヤ
研究部部長の狩野繁之氏をお迎えして講演がありますので、ご都合のつく方は是非ご
参加下さいますようお待ちしております。

YMCAサービス=YMCA�Service、
YMCAに対する奉仕を立案実行するY’sメンズ活動。
ASF=Alexander Scholarship Fund, Y’sの創始者W.アレ
キサンダーを記念して、将来YMCAに奉仕しようとする有為
な青年への財政援助を目的にし、東日本区では献金を奨
励し基金を作る｡YMCAの若手主事にも支援の幅を広げて
いる。
RBM=Roll Back Malaria��右ページ参照

ロスターを見て見よう

�省電力、エネルギー節減を進めましょう。
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。

CS= Community Service
地域社会、隣人奉仕活動。
大は地球社会、賞は地域社会の隣人への奉仕活動で、各
クラブは区・部の奉仕活動に参加すると共に、関係YMCAの
求めに応える奉仕の実践活動である。

今期鎌倉クラブは、部を代表して、国際交流
事業主査を仰せつかり、IBC,DBC,BF,事業
の窓口となっています。切手年賀はがきbfだ
いひょうに関わる、取り扱いについて、太田さ
んから要請がきています。

EMC/E =EXTENTION,
YES=Y’S EXTENTION SUPPORT クラブ新設
の基金


