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メネット事業 吉原 和子      担当主事 長田 光玄 

 

 

 

      

会長ひと言            浦出 昭吉 

～女性天皇～ 

    恐れ多いことですが、ずいぶん以前から天皇ご一家、あるいは

他の皇族の御用邸周辺や各地での各種行事を拝見していて、

皇族各位のご幸福を素直に･素朴に祝い、そのお立場の永続き

を心静かに願っている私自身の心境として、天皇の生前退位

という大問題が天皇ご自身のお気持ちに百パーセント沿う

ものとして実現されればいいかな と心より願っております。 

 そして、その過程で、どうして将来の女性天皇実現への道

が早々に閉ざされてしまうのか、注意深く見守りたいと思います。 

日本での女性の活躍が各分野で活発になっているにもか

かわらず、その数も実態もまだまだ先進諸国に比べると低い

のだそうです。結局、男が決め男が進める社会でしかないからだ

と私は内心思っておりますし、男女均等の能力社会を実現する

ためにも、天皇制を 穏やかに･平和裏に続けていくためにも、

女性天皇の登用という場面が、将来、必ずや必要になると感

じております。ゴルフ場でのコースへの立入りや大相撲の土俵

での慣習はご愛嬌としても、日本の社会全体の力量をアップ

させるカギが、この問題の中にはあると思えてなりません。    

声高に叫べばいいという問題でもなさそうです。様々なこと

を想定し、普通の国民の一人として真剣に、そして慎重に考え

てまいります。ワイズの皆さんはいかがお考えでしょう…。 

 

 

 

 

 























 ◎今月の聖句◎ 

父よ、あなたがわたしの内におられ、わたしがあなたの内

にいるように、すべての人を一つにしてください。彼らもわ

たしたちの内にいるようにしてください。そうすれば、世は、

あなたがわたしをお遣わしになったことを、信じるようにな

ります。                            －ヨハネによる福音書１７章２１節－ 

ワイズなら何度かお聞きになったみ言葉だと思います。 

ご存知 国際聖句であり、その源はYMCA正章のシンボル 

‘‘ＳＰＩＲＩＴ’‘ＭＩＮＤ’‘ＢＯＤＹ’の３つを組み

合わせたトライアングルの中に、この 

み言葉の箇所が書かれてあります。 

このみ言葉で思い出すのは、開設１０

周年を迎えたわれらが富士山YMCAの 

‘平和の鐘’には、“すべての人を一つ

にしてください。” の文字が英文で刻まれていました。    

       強調月間 ｃｓ 

 Community Service、地域社会・隣人奉仕活動を意味します。   

国際では、集めたCS資金を積み立て、YMCAの求めに応じ奉仕の実践を

しています。日本でも独自の資金の積立てを行っています。

資金の原資は、お年玉年賀はがきの当選切手やワイズから

の現金の拠出が資金源となります。東日本区では、例年 

＠1,250円以上の拠出目標をお願いしています。 

 

 

 

  

 

 The Service Club for the YMCA THE Y’S MEN’S CLUB 

Affiliated with the International Association            OF YOKOHAMA－TOTSUKA 

           C/O  SHONAN TOTSUKA YMCA 

 of  Y’s Men’s Clubs 769－24, Kamikurata, Totsuka, 

 Yokohama, Japan 〒244－0816  
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 ２０１７年８月会報 第２７４号 
         国際会長（ＩＰ） Ｈｅｎｒｙ Ｇｒｉｎｄｈｅｉｍ  (ノルウェー)                                                          

２０１7   主  題 “Fellowship ａｃｒｏｓｓ ｔｈｅ Bｏｒｄｅｒｓ” 「国境なき友情」         

スローガン“Let Us Walk ｉｎ ｔｈｅ Light-Together” 「ともに、光の中を歩もう」 

        アジア太平洋地域会長（ＡＰ）  Tung Ming Hsiao (台湾)  

     主   題  “Respect Y’s Movement”  「ワイズ運動を尊重しよう」                                    

～    スローガン 「よりよい世界のために、ワイズメン・ファミリーの絆を強めよう」 

   東日本区理事 （ＲＤ）   栗本 治郎 （熱海）   

      主  題 「広げよう ワイズの仲間」 “Extension Membership & Conservation” 

２０１8   スローガン「楽しくなければ ワイズじゃない 積極参加で 実りある奉仕」         

湘南･沖縄部部長  金子 功 （横浜） 

「Y’sの絆を強め、広げよう」 “Let‛s Tighten and Expand the Bondｓ of Y’s Men” 

クラブ会長 浦出 昭吉 「初心に帰ろう、グッドスタンディング目指して」                          

主 題        副 会 長 吉原 訓  書記 加藤 利榮  会計 小俣 妙子                  

メネット事業 吉原 和子  担当主事 長田 光玄 

 

 

       
       

 
  

 
  

 
  

 
  

 



「いのち」未来への継承』 

～私たちの地球のために～ 

“From Our Hands, 

We Pass Nature’s 

Torch” 

 

 

７月在籍者数 ７月出席者数 出席率  
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ロ バ 

（円） メ ン 13 メ ン 10 85％ 

メネット 9 メネット 2  前 月 迄 0 0 0 0 11,500 

  ゲ ス ト ら -6  当 月 0 0 0 10,000 0 

計 22 合 計 18  累 計 0 0   0 10,000 11,500 

★強い義務感を持とう 義務はすべての権利に伴う★ 
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☆第1例会（総会・部長公式訪問）報告☆            浦出 昭吉  

日 時： 2017年7月1(土)  18：30～20：30        後押しもあり、作業も一段と定着した。来年、ここでまた 

場 所： 湘南とつかYMCA 1階ホール（司会：小俣ワイズ）  より充実した報告ができるようお約束し、心よりお礼申し 

出席者:（ゲスト）大下利栄子UniLeaf代表             あげ報告としたい…と、何種類かの点字絵本やグッズを 

金石万希 学習塾講師             席上回覧しての熱の入ったお話を聴くことができました。 

        山本有里佳 湘南とつかYMCAウエルネススタッフ   「ひと回り大きくなったね、これまででいちばん元気そぅ。」 

  （ビジター）金子功部長、伊藤誠彦部会計、佐藤節子部EMC    と席上 声を掛けられ 感激しましたとブログでも写真入りで 

  （メ ン） 長田,加藤,小俣,佐藤,鈴木,土方,若木,浦出      述べておられます。この分野では英国を除いてほとんど 

  （メネット）加藤、吉原         計）16名     例をみない‘子ども絵本の点字図書館創設’事業をクラブ 

1階ホールでの例会は、確か今年2月の小山久恵ワイズを迎えて  としても 今後とも大きな関心をもって見守りたい。終りに 

以来5か月ぶり、部長公式訪問と大下代表の卓話、まことに総会に   支援金を贈呈し、盛んな拍手のうちに卓話を終わりました。  

相応しい充実したプログラム                      ビジネスでは、初めにゲストやビジターの皆さんから 

となりました。                         ひと言ずつご挨拶いただいた後、若木ワイズから1年の 

開会礼拝の後の‘コグニ’、                  部長としての働きを終え、クラブの皆さんの特段の協力 

  そろそろ怪しくなりかけて                   に対する感謝の言葉がありました。また、YMCAからは 

  いる認知機能（？）の低下を                  ‘子ども支援（BAPY）基金募金のお願い’ということで、     

思い知らされたひと時でした。                  席上ロバさんが回されました。ハピーバースディは土方 

 会食の後は1年の総括、加藤議長進行の下、ギャベルの引継ぎ、 ワイズに記念品が、全員でハピーバスディを唄いました。   

クラブ役員発表、会長所信表明、部長祝辞…と定められた手順の   定刻をやや上回って閉会、記念撮影の後‘かしお’へと 

うちに進められ、全員拍手をもって無事 総会は終了しました。   移動し、ゲスト・ビジターを囲んでの交流が続きました。 

 そして、お待ちかね、ユニリーフの大下代表のお話は、この 

1年間の活動状況とこれからの予定などについてでした。2008年、 

横浜YMCAの‘夢すくすく賞’特別賞受賞以来今日に至るまで 

クラブとして支援しているだけに、皆さん真剣に聞き入りました。 

点字作業は、ここにきて機械化の採り入れにより軌道に乗っており、 

製作量も飛躍的に増加が図られ、定期購読者への貸出しで感謝され、 

また、布製･A4版･Uniマーク入りの点字郵便袋が提供されたりして 

定期貸出しも軌道に乗っている、地元の県立逗子高校の支援や行政の 

                                                    

☆コグニサイズと部長公式訪問と…☆ 小俣 妙子       ☆第２例会報告☆        若木 一美                                                                

       ‘コグニサイズ’‘部長の公式訪問’‘私’、何とかの                     

‘三題バナシ’ではありませんが、この3つを 

先だって開かれた総会例会で 不十分な進行役 

を務めながら 合間々々に 考えてみました。 

古来(？) 私たちは『たかがワイズ･されどワイズ』というコトバを

耳にしますが、その意味は皆さんの方がよくご存知でしょう。

そこで先ず‘コグニ’、例会の度にYMCAスタッフから伝授され、

少しずつですが この‘脳いきいき体操’の何たるかが分かり

かけてきました。コグニサイズは運動と認知課題を組み合わせた 

れっきとした公用語(？)になってきているようですね…。 

さて お次は部長公式訪問、こちらは部則やその細則にキチッと

決まっていて、それに従ってのお務め、7月中に6クラブを訪問

されるとか、ラダーの上を一歩々々と進まれながら どんな秘策

をお考えでしょう…。そして、‘私’、お陰様で 少しずつですが 

元の体に戻ってきました。この 1 年、部の会計を仰せつかり

ながら これといった働きもできず、 

若木部長には大変なご迷惑をお掛け 

しました。心よりお詫び申し上げます。 

 これが私のサンダイバナシですが…。 

日 時：７月18日（火）18:30～20:00  

場 所：湘南とつかYMCA 201号室 

出席者：（メン）浦出･有田･長田･加藤･小俣 

          佐藤･鈴木･土方･吉原･若木 

（メネット）加藤・吉原   計）12名 

◇ 報 告 

① 第3回部評議会：６/２４・前期最後の評議会 

② 総会例会：７/１・部長公式訪問・UniLeaf支援 

   ③ 鎌倉クラブ訪問：７/１１・千葉会長就任式 

   ④ 横浜クラブ訪問：７/１３・総会 

   ⑤ 第１回部評議会：７/１５  （②～⑤ 別掲） 

◇ 協 議 

① 合同納涼会の件：８/２２・司会：長田主事 

        （なお 末尾‘掲示板’参照。） 

② 9月第1例会の件：９/１６の部会に振り替える。 

③ 第78回 Ｙ－Ｙ‘ｓ協議会：９/５・関内中央YMCA 

④ 前期会計決算の件：〆の関係で報告が遅れた。  

⑤ EMCに関し、加藤ワイズから一つの提案がなされた。 

⑥ YMCAから当面のイベントへの協力要請があった。 
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☆第１回湘南･沖縄部評議会から☆   加藤 利榮 

7月15日(土)14時から関内中央YMCA 

501 号室において標題の会合が開かれ、                  

とつかからは 若木直前部長、浦出会長、 

小俣書記と私の4名が参加しました。 

            開会セレモニーの後の出席者確認では、   

           議案成立定足数の18名を超えた20名出席 

           で成立、早速 議事の審議に入りました。 

            提案議案は全部で7議案、うち1と2は 

           直前部長の若木ワイズからのもので、その 

いずれもが若木年度の事業及び会計決算の報告と監査結果の3つ 

の項目から成り、提案説明から議決に至るまで、1，2の質疑の後、

誠にスムーズに、全員の拍手をもって承認されました。 

 そして、3号以下の議案は いずれも金子内閣からのもので、 

今年度の活動・行事予定、部会やワイズデ－などの個別事項、 

会計予算案、チャリティーランの実施に関するものなどでした。 

 まず、今年度の行事予定関係で従来と異なるものは、①11月に 

‘ワイズデーチャリティー・コンサート’と題して、富士山YMCA 

等を会場に、ユースとキャンプソングを歌おうという企画、詳細は 

‘追って’ということでの提案、ぜひ実現させたいものと願っています。 

また、②例年 1月半ばに開催される 

‘Y‐Y’s合同新年会’、年頭の賀詞 

交換会としてYMCAの職員を招待                   

して交流しては…という発想の様で、 

これも提案の実現を期待しています。    

そして③は部の研修会を2回実施する 

ことの様で、第１回は後述のように 

本日実施されました。第２回は４月実施の 

予定のようだが、自己研さんの見地からも不可欠な行事ですね。 

 さらに、第６号議案として、「栗本理事の方針を受け、当部

として会員増強事業主査を委員長に、各クラブの会長又はクラブ

選出の代表者を委員として委員会を設置する。」案が提示され、 

EMCの重要性に照らし、委員会の早急な開催実現を期待したい。 

 次に、報告･連絡事項のうちの‘事業主査方針・報告’では、 

今城高之ユース事業主査から配付された資料を基に、クラブと

して取り組むべきユース事業の内容について具体的な説明と 

クラブからユース担当者を選任の上、連絡願いたい旨の依頼が 

なされました。クラブ内で早急に決めたいと思っております。 

 さて、部研修会は、区LT委員長の北村文雄ワイズ、配付の

資料を参考に、‘会長の心構え’‘スマイル’‘出席率’の３点、 

誠に具体的で分かりやすい説明、短時間ながら 参加者には 

貴重なひと時でした。北村さん、ありがとうございました。 

 監事講評、記念撮影があって、17時、閉会点鐘となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

☆横浜クラブを訪問して☆      小俣 妙子 

 7 月 13 日(木)の18時30分から、関内中央YMCA501 号室

において横浜クラブの新年度第1回の総会例会が開かれ、 

若木ワイズ、加藤ワイズとともに参加しました。 

 実は これに先立ち18時から開かれた部の会計監査に立

ち会うのが主な目的でした。何項目かにわたり 使途先など

について辻監事からご下問があり、若木ワイズは その都度、

慎重かつ丁寧に答えられ、30分ほどで無事終了しました。 

 さて 例会場に入ると お食事の真っ最中、早速 私たちも 

右へ倣い…、他クラブの例会に出たのは久しぶり、それと

何人かのメンバーのお顔やお名前を存じ上げないことなど

もあって、紹介された当方は やや 緊張気味です。 

 メインの総会では、主として 金子功直前会長による前年度

の事業報告、古田会計担当ワイズからの会計報告、また舟田

会長からの活動方針などに多少の時間を掛けておりました。

あら…、諸報告にポイントを置いたためか、新･旧会長さん

による引継式とか部長さんからの激励のお言葉などのセレ

モニーや記念撮影など無いのかなぁ…と ふと思いました。 

 引き続いて行われたビジネスでは、暦の順に行事予定の

紹介と説明があり、その中で 8月22日に開催される加藤

ワイズ宅での鎌倉クラブとの 恒例の合同納涼例会の案内

について、直接 加藤ワイズから説明と依頼がありました。 

 閉会点鐘の後の 処を変えた交流タイムにも参加しました。 

 

☆鎌倉クラブ訪問の記☆   若木 一美 

 鎌倉クラブの池田さんから、『部長の公式訪問があるので

いかがですか…。』とのお誘いに乗るかっこうで7月11日（火）

の18時30分から開かれた初例会に出席してきました。 

 会場に着くと、金子部長や伊藤部会計、また加藤ワイズ 

もお見えです。何年ぶりかで交代する次の会長に決まった

千葉裕子ワイズの会長就任式も執り行われるということで、

会場は 何とはなしに華やいだ雰囲気にあふれています。 

 開会セレモニー、食事の後、就任式は始まりました。  

予め用意された式文を キャンドルサービスの下、部長が読み

上げ、千葉新会長は右手を挙げ、‘ハイッ’とはっきりした

声で答えられ、大きな拍手に包まれました。そして、会長

所信表明も控えめながら、何とはなしに初々しく場内に響き

渡り、一方 何年にもわたりクラブの運営に携わって来られた

池田直前会長にも惜しみない拍手が贈られておりました。 

 池田直前会長の事業報告などは、昨年 部長として公式訪問

した際の印象が思い出され、感慨新たなものがありました。 

 閉会後は、近くのお店で更なる交流を深めた後、鎌倉駅

まで新･旧会長に見送られ 車上の人となりました。 
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☆YMCAだより☆     施設長･担当主事 長田 光玄 

      ‘始まりました！ 夏休み朝のラジオ体操’ 

       ７月２４日（月）より夏休みの期間、横浜市 

踊場地区センターの駐車場で朝のラジオ体操が 

始まりました。地域の方々が昨年は延べ1378人 

      参加されました。今年の初日は62人の方が参加

されました。ラジオ体操の歌から始まり、ラジオ体操第2まで

行い、気持ちの良い朝をスタートします。この取り組みには

地域のスポーツ推進委員協議会の皆さんにご協力いただい

ております。 

 踊場地区センターでは、地域の皆さんに運動していただく 

きっかけづくりとして、このような朝のラジオ体操や朝の

ストレッチなど多くのスポーツを実施しています。 

多くの方々と共に 明るく 楽しい地域づくりの拠点とな

るよう取り組んでいます。 

お近くに来られたときは 是非お気軽に お立ち寄りいた

だければ と願っております。 

 

            

 

               

     

                                     

      

 

 

   

 

☆今月の歳時記から☆ 

‘天の川 あまのがわ’と‘カンナ’ 

‘天の川’、立秋（８月８日ごろ）の頃になると、天の川が

特に美しく明らかに眺められます。銀の砂を撒いたように

輝いて、あたかも天にある川のように見えます。これは、

ご存知のように、無数の恒星の集まったもので、何処から

仰いでも美しい。七夕の伝説とも結びついていますね。 

  荒海や佐渡に横たふ天の川      芭 蕉 

  更け行くや水田の上の天の川     惟 然 

別るるや夢一筋の天の川       漱 石 

  妻二タ夜あらず二タ夜の天の川    草田男 

次に‘カンナ’、広く観賞用の花として栽培されているカ

ンナ科の大形の多年草です。夏から初秋の頃、燃えるよう

な桃色の美しい花を開き、１月ごろまで順次に咲き続けま

す。花弁は筒形で、色は紅・黄もあります。檀特（たんど

く）も同科のもので、真っ赤な花を開きます。花カンナ。             

女の唇十も集めてカンナの花     青 邨 

耳の如くカンナの花は楽に向く    飛旅子 

  カンナ燃えさかれど避暑期はや峠    万太郎 

  カンナ燃ゆ闘志燃やせし日の遥か   窓 城         

〈午〉 

  

 ☆８月･９月のこよみ☆ 

  ➢８/4(金)-6(日) 第２４回 AIDS文化フォーラム・県民センタ－ 

  ➢８/12(土) John T.Swift墓参・12:00～山手外国人墓地 

  ➢８/22(火) 鎌倉･とつか合同納涼会:加藤ワイズ宅･18：30  

  ➢８/26(土) 横浜 Y委員研修会：関内中央9階チャペル・14～ 

  ➢９/5(火)  第 78回Ｙ-Ｙ‛ｓ協議会：関内中央５０１・19～ 

  ➢９/7(木)  横浜 YMCA会員事業委員会：関内中央 501･18:30 

➢９/16(土) 湘南･沖縄部部会:ワークピア・木村利人氏講演 

  ➢９/23(土) 横浜 YMCA会員スポーツ大会・フェリス女学院 

  ➢９/25(月) 湘南とつか YMCA運営委員会・404号室・18:30～ 

   

～８月会合のご案内～ 

８月２２日(火)１８:３０～：鎌倉クラブ合同納涼例会 

      ◇ 今年で20回を数える。（第1回:：1998年8月） 

      ◇  第1・２例会は、この納涼会をもっ振替えます・ 

◇ 下欄「掲示板」参照 

        ～ＨＡＰＰＹ ＢＩＲＴＨＤＡＹ～ 

小俣 妙子 さん  ８月２６日 

 

【掲示板】                 会  長 

◎ 鎌倉クラブとの合同納涼会の件 

Ⅰ 例年のとおり50名程度を予定しています。 

２ 会費：従来どおり 

３ 〆切日：８月１５日 

４ アラシ以外は 雨天でも開催します。 

５ 首掛け名札をご用意ください。 

６ できれば、少し早めにお出でいただけると助か

ります。 

７ 当夜、ゲストでお出での方々と交流を深めてく

ださい。  

８ 18：30開会・司会は長田担当主事の予定です。  

９ 配布資料やアピール事項は、当日、早目に司会

までお申し出ください。 

   10 ご連絡先：加藤ワイズまで 

        ☎・FAX  ０４５・８０２・４５００  

         ML． waiztoshi@y2.dion.ne.jp 

 ◎ 横浜YMCA委員研修会の件 

   １ 上の‘こよみ’にあるように、８月２６日（土）     

    に標題の集まりが関内中央YMCAであります。 

   2 今年のテーマは「『ポジティブネット』のある豊

かな社会を目指して」と題し、YMCA が時間を

掛けて全国的に取り組み中のブランディングに

つき、解説・論議されることになっています。 

    3 とつかクラブからは、浦出、小俣、若木、吉原、加藤 

の５名の皆さんが出席義務者です。 

ご都合付けられ、ぜひご出席願います。 

◎ 今期のロースター（会員名簿）が届いております。 

〈後記〉 

      今月もお陰様で充実した誌面となり、これで猛暑を乗り切る自信

もつきました。ありがとうございました。       〈Ｔ/Ｋ〉 
 


