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

 

湘南・沖縄部 部長 金子 功 

（横浜クラブ） 

 

沼津で開催された第 21回東日本区大会での部活動報告も無事終了、部長バッ

ジも佐藤節子次期部長に引継ぎ、これでやっと部長としての任務も終わりに近づいたと安堵しておりま

す。最後の部評議会、部報第 2号の発行を残してはおりますが、今年度も何とか大過なく終了すること

ができますことは、部役員ならびに各クラブ・メンバー皆様のご理解とご協力の賜物であることを思い

心から感謝いたします。 

当初事業計画にもくろんでいたワイズデーイベントとして、富士山ＹＭＣＡグローバルエコヴィレッ

ジに集いキャンプソングを歌うと同時に募金活動にも協力すると言う計画が実現できなかったのは個

人的には残念に思っております。その他、やり残したことはいくかありますが、それでも当初行事予定

に組み込んだ定例の行事は皆様のご協力により恙なく実施できたと思っております。とりわけ部最大の

行事である部会に「幸せなら手をたたこう」の作詞者である木村利人先生をお招きして先生が早稲田大

学学Ｙの学生として、戦後間もないフィリピンでワークキャンプに参加した若き日の体験談はＹＭＣＡ

運動の原点を知るうえで大いに参考になるものでした。木村先生には心から感謝する次第です。その他、

インターナショナル・チャリティーラン、各ＹＭＣＡで行われるバザー、Ｙ-Ｙ’ｓ合同新年会、Ｙ-

Ｙ’ｓ協議会等の定例的なプログラムでもＹＭＣＡとの協働を計ることができました。 

この場で特記すべきは、第 20 回目を迎えた加藤利榮邸での納涼会です。東西日本区に別れて以来毎

年加藤ワイズのご厚意により行われてきたもので、毎年在京ワイズのメンバーも含め 50 名以上が参加

する部会に匹敵する素晴らしいワイズの交流の場になっています。加藤ワイズには心から感謝申しあげ

ます。 

今年度のＹＭＣＡの最大の出来事は何といっても、ＹＭＣＡブランドを再構築するブランディング・

プロジェクトでした。ワイズメンズクラブもその理解を深めるためにＹ-Ｙ’ｓ協議会、部評議会、ク

ラブ例会を通じその理解を深める努力をしました。新しいロゴマークの下、ポジティブネットのある社

会を目指すＹＭＣＡ運動にワイズメンズクラブが更に理解を深めることが期待されています。 

近年、ワイズメンズクラブも、様々な理由、とりわけ高齢化による会員数の減少には危機感をもって

います。会員数を増やそう、クラブ数を増やそうとの栗本理事の号令により当部としてもエクステンシ

ョン委員会（佐藤節子委員長）を設置し、横浜ＹＭＣＡの協力をあおぎながら、この 1年精力的な努力

をして参りました。クラブ創りには複数年を要することを覚悟して頑張っております。 

今年度後半、当部にとって画期的な出来事がありました。次年度次期部長選任に沖縄クラブが同意し

てくれたことです。これは当部にとっても初めてのことであり、部運営の面では未知数の、解決しなけ

ればならない多くの問題があることは容易に想像できます。但し、沖縄地区より部長を排出することに

よって、湘南地区と沖縄地区が更に協力し合って絆を強め、一つの部としての団結を強める機会にする

ことに期待が寄せられています。今後とも湘南・沖縄部をよろしくお願いいたします。 
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「互いを認め合い、高め合う」 

ワイズメンズクラブとともに 

横浜ＹＭＣＡ総主事 

  田口 努     

部報第 2 号の発行おめでとう

ございます。 

戦後最大の東日本大震災か

ら 7 年が発ちましたが、金子

部長の部長一回目は、発生し

た 2011 年－2012 年だったと

思います。今も、東日本大震

災の被災者に寄り添う支援を継続するワイズメ

ンズクラブですが、原発事故とエネルギー政策な

ど戦後の節目となる時期だったと思います。そし

て 2回目となった 2017年―2018年の金子年度は、

全国のＹＭＣＡが協力して進めるブランディグ

元年となり、ＹＭＣＡのスローガンやロゴが変わ

り、さらに横浜ＹＭＣＡでは、先日の 5月のＹＭ

ＣＡ会員総会で 26 年ぶりの理事長交代となる節

目の年でした。 

二つの大きな節目の時期に金子部長が、リーダ

シップを発揮されたことに敬意を表したいと思

います。ＹＭＣＡのブランドビジョンは、表題に

しました「互いを認め合い、高め合う『ポジティ

ブネット』のある豊かな社会を創る。」は、ワイ

ズメンズクラブそのものだと感じています。ワイ

ズメンのつながりや、その活動に賛同して関わる

方々の姿は、まさしくポジティブなネットワーク

そのものだと思います。そのネットを強めようと

今期は、委員会が設置され、藤沢ＹＭＣＡやＹＭ

ＣＡ ＡＣＴの運営員委員会でのワイズの活動

を紹介されるなど活発な活動がなされました。 

ＹＭＣＡもワイズを通して奉仕の輪が拡がる

よう努力していきたいと思います。各クラブが、

「したい何かが見つかり、誰かとつながる。私が

良くなる かけがいのない場所」となりますよう

に。ワイズメンのおひとり一人が「心をひらき、

わかち合い、前向きで周りを惹きつける魅力を持

つ」人だと感じています。その魅力を益々発揮さ

れますように。今後もワイズと共に手を携えて、

ＹＭＣＡ運動に邁進していきたいと願っていま

す。どうぞ宜しくお願いいたす。 

 

 

 

 

 

 

湘南・沖縄部に期待！ 

   東日本区理事 

 栗本 治郎 

金子部長の主題「Ｙ‘ｓの

絆を強め、広げよう」の元、

活動方針を部としてはエク

ステンションに、各クラブ

としては会員増強に、そし

てワイズメンとしてはお互

いの絆を強める。また、Ｙ

ＭＣＡと地域に対する奉仕

活動を強化する。としておりました。 

 多くのＹＭＣＡのブランチを抱える湘南・沖縄

部の各クラブは、「ＡＩＤＳ文化フォーラム in 横

浜」、「チャリティーラン」、ＹＭＣＡ各拠点で開

催されたウエルカムフェスタや富士山ＹＭＣＡ

の設立 10 周年等に各クラブが積極的に参加され

ており、今期も充実したワイズ活動であったこと

と思います。 

部会での基調講演の木村利人先生の講演は素

晴らしく感銘を受けました。また、昼は「在京

クラブ新年会」、夜は「横浜ＹＭＣＡと湘南・沖

縄部新年会」に出席した 1月 13日の新年会巡り

は、それぞれ部の特徴が出ていて理事ならでは

の楽しい経験でした。 

理事主題を「広げよう ワイズの仲間」とし、

会員増強にターゲット絞ってスタート致しまし

たが、メンバーの高齢化もあり、会員増強は非常

に難しくなっております。湘南・沖縄部におかれ

ましても、残念ながら減少してしまいました。然

しながら、会員増強への思いは全てのワイズメン

が強くされたことと思います。 

また、佐藤節子委員長の元、部エクステンシ

ョン委員会は既に何度も委員会を開き、田口総

主事、担当主事にも出席して頂いているそうで、

1 年後 2 年後には新クラブが設立されることと

期待しております。ターゲットを藤沢ＹＭＣＡ、

横浜アクトに絞っているとお聞きしております。

ブランチを多く抱える横浜ＹＭＣＡと湘南・沖

縄部には、大きな期待をしていますので宜しく

お願い致します。 
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一年を振り返って 

地域奉仕・Ｙサ事業主任 

 前原末子（御殿場） 

2017 年 7 月より栗本理事

の下、「楽しくなければワイ

ズじゃない実りある奉仕」の

スローガン「入会したいクラ

ブ」を目指しスタートしまし

た。 

地域奉仕活動のテーマを

「思いやりを持って地域に奉仕」とさせて頂きま

した。主任をお受け致しましたが、各部会にもな

かなか出席できず失礼してばかりでした。 

各クラブのブリテンを拝見させていただいた

り、例会の報告だったりと、其々の活動を知るこ

とができました。 

各クラブ特有の活動や継続事業、特に子供たちの

スポーツイベントは、親御さんも一緒になって参

加している様子、まさに「ＣＳからＥＭＣへ」を

感じるものでした。 

また、障害者を対象にしたイベント、フライデ

ィングディスク大会、サマーキャンプ、クリスマ

ス会、コンサート等継続事業としている事も各ク

ラブの努力には、頭が下がる思いでした。 

一年間、主任として何も出来ず自分の力不足を

痛感致しましたが、他クラブの力量の多さにも驚

き、良い勉強になったと思っております。 

ワイズメンズクラブとして高齢化が進んでいる

現在、こうした事業を継続している以上、必ず地

域の皆様に認められていると信じて私たちも、先

に進んで行こうと思います。 

 

ＮＥＯワイズメンズクラブ  

会員増強事業主任 

  榎本 博（伊東） 

「広げよう、ワイズの仲

間」英語表示ではズバリ

「Ｅ・Ｍ・Ｃ」これが「Ｃ

Ｓ」とか「ＩＢＣ」とか「Ｙ

ＯＵＴＨ」だったら、どん

なに楽だったか…。この主

題を聞いた時からプレッ

シャーに押しつぶされそ

うだったが、区書記の大川貴久さんから「いつも

の榎本らしさでやれば良いよ」と言ってもらえた

のが救いでした ^^； また、各部の会員増強事業

主査の皆さんにも助けられました。今期会員増強

事業委員会は出席率も非常に良く、事業の進め

方・報告・意見/情報交換など多くを話し合う中

で、本当に勉強させて頂きました。大きな事業で

ある、各部にエクステンション委員会を設けるに

おいても、部長の皆さんと中心になり進めて頂き、

8 月・11 月・4 月に進捗状況を具体的にあげて頂

くなど、今後の展開に期待が持てる報告を頂く事

もできました。 

「ＮＥＯワイズメンズクラブ」を主題とし、会

員増強事業主任として皆さんと交流することで

気がついた事もあります。それは自分自身がまず

「ＮＥＯ＝今までにあった物の新しい形」になら

なければいけない。という事でした。ワイズマン

として、この経験を生かし今後も皆さんと協働し

ていきたく思います。1 年間本当にありがとうご

ざいました。 

 

ポジティブネットと国際・交流 

国際交流事業主任  

進藤重光（東京） 

 第 21 回湘南・沖縄部部会で

ご講演をされた木村利人氏は、

ＹＭＣＡの「互いを認め合い、

高め合う ポジティブネット

のある豊かな社会を創る。」う

えで、「知ること、知ったこと

を広げ、態度で示すこと」が

とても大切だと述べています（「ＹＭＣＡ Ｎｅ

ｗｓ」横浜ＹＭＣＡ）。 

加えて、ニューロサイエンス研究によると、高

齢者でも、体の運動や楽しいことをするワクワ

ク・ドキドキ感、社会的・人間的交流等の刺激で、

脳細胞や回路が新しく生成されるとのこと。 

この一年間を顧みますと、私自身も、行ったこ

とがない地に赴き、異なったワイズ文化とさまざ

まな仲間たちに初めて出会い、じっくりと語り合

えたことは、この上ない喜びを感じる体験でした。

そこでは同時に、異業種や地方の特色を伺い、貴

重な刺激をいただいた学びの時ともなり、まさに

刺激的な日々でした。 

奉仕団体として長い歴史と伝統を誇るワイズ

の事業こそは、豊かな社会を創り、私たち自身に

も多くの実りをもたらす活動だと言えるでしょ

う。 

東・西日本区に後援をしていただき、上智大学

で開催のＲＢＭ関連事業「世界マラリアデー」イ

ベント企画「ＺＥＲＯマラリア 2030 キャンペー

ン」をはじめ、この一年間の皆様のご支援とご協

力に深く感謝申し上げます。 

人と人のつながりの中で、新たな発見や。ＹＭ

ＣＡのブランディングが発表された年度として、

非常に意義深い一年間だったと感じています。 
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オープンフォーラムＹ報告 

ユース事業主任 

 長津 徹（東京サンライズ） 

5 月 19 日に東京都墨田区に

ある興望館にて第 7 回オープ

ンフォーラムＹが開催されま

した。 

オープンフォーラムＹは「参

加者一人ひとりが現場の人の

声を聞き、社会的課題を自分の

こととして確認し、新たな一歩を踏み出す」をテ

ーマにして開催され、本年は「平和活動に関わる

若者」に焦点が当てられました。参加者数は 22

名、栃木ＹＭＣＡや富山ＹＭＣＡのユースリーダ

ー、大学ＹＭＣＡメンバー、社会人など、様々な

参加者で構成されています。 

Wake Up Japan の協力者とワイズ合わせて

17名が講師および運営に関わりました。ＹＭＣＡ

同盟インターンの高君や、所沢クラブの大澤さん

も講師をされました。 朝 10 時から昼食はさん

で 18 時半まで熱心なセッションがなされ、10 代

からシニアーの方までの参加者が年齢や立場を

越えて、より良い会のために話合った会場の雰囲

気は非常に良かったです。この場で話し合いを今

後のアクションにそれぞれが活かしていけると

良いのではないかと思います。 

 

記録を残そう  

        地域奉仕・Ｙサ事業主査  

大髙 治（横浜） 

東日本区の地域奉仕事業

委員会は本年３回開催され

ました。栗本理事、前原委

員長のリーダーシップの下

で討議し、各クラブの事業

の実績を「地域奉仕報告書」

にまとめて提出して頂くこ

とになりました。 報告書

は各クラブにフィードバックして、地域奉仕事業

の追加や現行事業のレビューの参考に供したい

との想いがあります。  

 湘南・沖縄部の各クラブに記入をお願いする

と共に、自ら横浜クラブの取りまとめを行いまし

た。 主としてブリテンから抽出し、漏れや誤解

のないよう例会で確認して頂きました。 

このようなまとめ方は横浜クラブにとっても

初めてのことで、ブリテンに載せてない事業もあ

りました。 湘南・沖縄部の報告書は８クラブ中

３クラブから提出されましたが、他の部ではより

多くの報告書が集まったようであります。 

各事業が終了した時点で、「地域奉仕報告書」

で求められている項目（開催時期、開催内容、参

加人数、アッピール点）をまとめて行けば、今後

同様の報告書の提出が求められるか否かに係わ

らず、各クラブで事業のレビューをデータに基づ

いて行うことが出来ますので、大いに参考になる

だろうと思います。ブリテンとは別に記録を残す

ことをお勧めしたいと存じます。 

 

一年を振り返って 

会員増強事業主査 

エクステンション委員会 委員長 

 佐藤節子（厚木） 

ＥＭＣのＥはクラブ拡張

（エクステンション）、新ク

ラブを設立する。ＭＣは会

員増強と維持啓発=新会員

の獲得と会員意識の高揚を

図ることとあります。 

各クラブ会員増強事業担

当者が一丸となり、金子部長方針に基づいて忙し

くも楽しく務めさせていただきました。 

活動の経過・進捗状況報告 

１．9月 5日 Ｙ-Ｙｓ協議会にて部エクステンシ

ョン委員会設立を承認される。 

先ずは、行動計画の基本的な資料を起案。覚書作

成 

※特色ある委員会方針：「横浜ＹＭＣＡと協働の

中で進める」田口努総主事はじめ担当主事も全面

的に協力していただきましたこと感謝に堪えま

せん。 

２．第 1回委員会（10月 5日）、第 2回委員会（10

月 23日）、第 3回委員会（11月 20日）、第 4回委

員会 2018 年 2 月６日、東日本区エクステンショ

ン 5部合同委員会において湘南・沖縄部から古賀

健一郎さんがパネリスト発表（2 月 17 日）。第 5

回委員会４月 16日、第 6回委員会は 5月７日。 

３．新クラブ設立に向けての具体的な取り組み 

「ＹＭＣＡがあってワイズがない」地域の検討の

結果、「ＹＭＣＡ ＡＣＴ運営委員会」と「藤沢

ＹＭＣＡ運営委員会」を優先候補としまして訪問

させていただきました。 

・ＹＭＣＡ ＡＣＴ運営委員会（5月 12日）、・藤

沢ＹＭＣＡ運営委員会（5月 24日） 

※訪問の主たる趣旨説明内容 

①ワイズメンズクラブの最重要課題は会員増強

であること 

②ワイズメンズクラブの活動実例⇒ 全体的側

面 チャリティーラン、国際地域協力募金等 

③実在する各クラブとサービスＹＭＣＡとの協

働事業⇒ 各クラブの特徴的活動内容等 
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・配布資料として各クラブの紹介チラシ、パンフ

レットを持参しました。 

 結びに、新クラブ設立を願い継続事業として末

永くご支援をお願いすると共に、委員の皆様はじ

め関係諸氏の方々へお礼申し上げます。ありがと

うございました。 

 

今年度の活動を振り返って 

国際交流事業主査 

伊藤康一（沖縄） 

本年度の年度末にあたり、

期初に国際・交流事業進藤

重光主任が掲げられた目標

において、各クラブにおか

れましては、真摯に取り組

みがなされたことと存じま

す。進藤主任が掲げられま

した目標を振り返りますと、 

１）太田直前事業主任の働きを継続、各部事業主

査と情報屋資料を共有化する。 

２）ＲＢＭ「マラリア蚊帳」配布の重要性をアピ

－ルし、その意義を広くＰＲする。 

３）ＩＢＣ：3 クラブ、ＤＢＣ：2 クラブ、トラ

イアングルＩＢＣ2組以上の締結をする。 

４）2017年 7月にタイのチェンマイで開催される

「アジア・太平洋地域大会」にて、親交を深めら

れたワイズの皆様も多くおられるとお聞きして

おります。また、2018 年 4 月 25 日世界マラリア

デーイベント企画「ＺＥＲＯマラリア 2030 キャ

ンペーン 2018「蚊相撲」」にご参加をされ、マラ

リア撲滅への意志表示され、具体的行動に移され

たことも、大きな一歩であると考えます。また、

沖縄クラブが京都トゥービーワイズメンズクラ

ブとのＤＢＣを締結したことも、本年度の成果と

言えるかと存じます。次年度も、当部の国際・交

流事業がますます盛んになりますことをお祈り

申し上げます。 

 

ユース事業主査を務めて 
ユース事業主査 

   今城高之（横浜つづき） 

 今年度、部のユース事業主

査を務めさせていただいた

今城高之（横浜つづき）です。 

主査となり、区のユース事業

委員会（委員長:長津ユース事

業主任）に参加することで、こ

れまで聞いてはいたものの実

態をよく理解していなかったユース事業の数々

に接することができたのは大きな収穫でした。そ

の一つ、「第 7 回オープン・フォーラム・Ｙ」が

去る 5 月 19 日に開催されました。40 名弱の参加

者ではありましたが、平和や貧困など、様々な社

会問題をテーマとして取り上げ、「現場」の人た

ちの声を聴き、議論する集まりで、熱心な若者の

声をじかに聞く貴重な体験となりました。残念な

ことに、参加したワイズは、ユース事業委員会関

係者もしくは講師を務めた方々で、一般のワイズ

メンの顔を見ることがありませんでした。また、

秋には、「ユースボランティア・リーダーズフォ

ーラム」が山中湖で開催されます。ワイズにとっ

ては、若者と共に学ぶことの出来る貴重な機会と

思いますので、より多くのワイズの参加をアピー

ルしたいと思います。 今年度、部としてのユー

ス活動はできませんでしたが、主査になったこと

を機に、ユース事業に関心を持ち続けたいと思っ

ています。 

 

ひとりがよくなると世界はきっと変わる 

湘南・沖縄部部担当主事 

 青木 一弘（横浜） 

 「地域に蒔こう、ワイズの

種を！」 

この言葉どおり、ＹＭＣＡ

を中心にワイズメンズクラ

ブの活動を地域に広めてい

く地道な活動を継続して続

けていくことが大切である

と常日頃から感じています。 

「ワイズの種」には、「ワイズの精神」という

意味に加えて「参加し、協働する事の楽しさを実

感する」という意味を、「地域」にはＹＭＣＡや

一般社会という意味に加えて、次代を担うリーダ

ー、または、ＹＭＣＡに関心を持つボランティア

も加えます。 

そして、各々が活動の枠を越えて相互に協力し、

一つの大きな活動体になる事を願っています。 

もちろんすぐに成就する事ではないと思いま

すので、その種蒔きをすることが大切であると思

います。そして、将来において共に活発な事業や

活動が維持できると信じています。 

ＹＭＣＡとワイズメンズクラブが手を取りあ

って知恵と力を出し合い、協働できる良好な関係

を作り出すために、ＹＭＣＡが何をしょうとして

いるのか、何を求めているのかといった情報の伝

達や意思の疎通を図ることが、真のパートナーと

して働く上では欠かせないことです。 

ＹＭＣＡが志している社会的、国際的な働きが

ワイズメンズクラブの奉仕の働きの場となるよ

うその架け橋としての働きに努めていきたいと

思います。 
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「この一年を振り返って」 

横浜ワイズメンズクラブ 会長 

 舟田 正夫 

 2017年 7月横浜クラブの総

会で「ＹＭＣＡと共に！」を

当会の活動方針として掲げて

今日まで活動をして来ました。

いまこの 1 年を振り返って、

具体的な活動を見てみましょ

う。 

・ＹＭＣＡとの関係では、会員総会、会員大会、

クリスマス会への参加によりＹＭＣＡへの理解

が深まりました。また、協働事業では、9月横浜

ＹＭＣＡで幼児の室内サッカー大会、10月横浜Ｙ

ＭＣＡのチャリティ―ランを支援、11月ウェルカ

ムフェスタで横浜ＹＭＣＡと共にバザー商品販

売、2月横浜ＹＭＣＡと共催で日本語スピーチコ

ンテストを実施と「ＹＭＣＡと共に！」を実行し

ました。 

・独自の地域奉仕活動としては、8 月の納涼会、

10 月の訓盲院、水上学園へのジャガイモ寄贈、

ロバの家へ寄付などワイズにふさわしい活動

をしました。 

・ブリテン発行による広報活動と、卓話、一泊研

修会は有意義で会員相互理解に役立ちました。 

・部報第 1号で「会員増強の推進と楽しいクラブ

づくり」を目指したが、志なかばで任期を終え

ることになったのが残念です。 

しかし、この 1年間横浜クラブの皆さんのご協

力を頂けたことに感謝をいたします。 
 

一年を振り返って 

沖縄那覇クラブ会長 

 玉城 哲人 

７月、沖縄県恩納村にあ

る「県民の森」で開催され

た沖縄ＹＭＣＡの「ちびっ

子キャンプ」に参加し、テ

ント張りや食事の準備は

もちろんのこと、子供達と

一緒に枯れ木を利用して

「枝笛」を作りました。 

８月には恒例の「ＹＭＣＡあめんぼキャンプ」

が東村「つつじの森キャンプ場」であり、参加し

た障がい児 17 人と学生ボランティアスタッフな

ど 30 人へ陣中見舞いとして甘くて美味しい読谷

村特産の黒玉スイカを差し入れしました。 

12 月には沖縄ＹＭＣＡのクリスマス祝会を開

催。会食後オークションをして売上を沖縄ＹＭＣ

Ａに寄付しました。 

1 月 18 日、「沖縄ＹＭＣＡ５５年史」の出版祝

賀会が那覇市内のホテルで開催され、知念一郎理

事長の労をねぎらいました。 

2 月初旬、部長公式訪問を受け、沖縄クラブと

の合同例会を開催しました。エクスカーションで

は、巡る場所の選定と時間の調整に様々な場所を

屋良、比嘉ワイズと奔走しました。 

2月中旬、那覇市が主催する「子どもフェスタ」

では工作教室を設け、手作りオモチャの指導をし

ました。100 人あまりの子ども達が参加し、それ

ぞれ自分の作品に大変喜んでいました。 

3 月に予定していた「揚がれ、希望の凧」揚げ

大会は予定していた日程がことごとく雨で流さ

れてしまい、今年度は開催を見送りました。 

 

一年を振り返って 

横浜とつかクラブ 会長 

浦出 昭吉 

年度初めの 7月例会は、金

子部長の公式訪問と 2008 年

以来支援している点字絵本

の図書館創設を目指すＮＰ

Ｏ法人 UniLeaf ユニリーフ

への支援金贈呈が行われま

した。 

 そして、8 月、恒例の鎌倉

クラブ合同納涼例会が加藤ワイズ宅庭園で行わ

れました。 

今回は 20 回の節目、鎌倉クラブ兵藤さんの入

会式も執り行われ、集まった 55 名の皆さんから

祝福を受けました。 

 10 月はチャリティーランの月、好天に恵まれ、

クラブが受け持つコースガードをガッチリ果た

しました。 

 11月は、湘南とつかＹＭＣＡ恒例の‘Ｙ祭・い

～とつか祭り’、ワイズバザーを含め、売上・募

金額共例年どおりトップを維持することができ

ました。 

 12月の例会は、ＹＭＣＡの新ロゴ・ブランドに

つき、ＹＭＣＡ池田広報室長を招へいし、学びま

した。 

 明けて 3月、恒例の鎌倉クラブと合同わかめ例

会が、鎌倉蕾の家で開かれ、懇親の実を挙げまし

た。 

 4 月は、これまた恒例となっている吉原ワイズ

宅での竹の子例会、東京クラブからの仲間や入会

有力候補者をお迎えし、好天の中、賑やかに、ま

た、実り多い会合が行われました。 

 5 月の例会では、6 年ぶりに交代した、新・旧

担当主事の交代式と歓送迎会が盛大に行われ、Ｙ

ＭＣＡとの協働が確固たるものであることを確
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認しました。 

 ご協力、有り難うございました。 

 

楽しい一年でした 

           鎌倉クラブ 会長  
千葉裕子  

 頼りない会長のもとにス

タートした、17－18 年の鎌

倉クラブ、8月の戸塚クラブ

との合同の納涼例会（加藤

邸）。その日は嬉しい入会式、

と言う幸先のよいスタート

でした。10 月にはチャリテ

ィーラン、今年も鎌倉児童ホ

ームの皆さんがすばらしい走りをみせてくれ、終

わってから皆で横浜美術館に行き、楽しい時を共

に過ごしました。 

12 月はＤＢＣを結んでいる芦屋クラブの 20 周

年記念例会に伺ってきました。私にとってははじ

めての西日本区、知り合いもいないし、一人心細

く行ったのですが、そんな心配はいりませんでし

た。ワイズメンはいつ、どんな時でも気持ちは通

じるのだと実感できた会でした。当初は日帰りで

行こうと思っていたのでしたが、2 泊して楽しま

せて頂いた事でもわかって頂けると思います。西

日本区の勢いの良さにも圧倒されて帰ってきま

した。 

毎月の卓話にもいろいろな方に来て頂いて、お

話を伺い、今まで知らなかった世界を知る事がで

きました。又、地域の方達との交流もできました。

私にとって、この１年はとても良い勉強になりま

した。そして楽しい１年でもありました。 

皆様に支えられてなんとか１年が過ぎようと

しています。まだまだ初心者マークが必要な会長

ですが、次期、もう１年続けるよう言われており

ますので、どうぞ引き続きよろしくご支援お願い

いたします。そして楽しいクラブ生活を皆様と共

にしてゆきたいと思っております。 

 

一年を振り返り思うこと 

厚木クラブ 会長 

小松 仲史 

入会したばかりと思ってい

ましたが、何年か立つうちに

クラブ会長という責任のある

立場となり一年が過ぎました。

その間「人としての生き方」

など様々なことを学びました、

それはワイズメンズクラブで

なければ決して叶わなかったことです。 

湘南・沖縄部の皆様は金子功部長のもと、実に

精力的な活動をしており、その姿を目の当たりに

して、大きな勇気をいただきました。多くのイベ

ントの中でも、「チャリティーラン」では、年代・

性別・障害のあるなしに関わりなく楽しむことが

出来て、その大きな感動はいつまでも忘れること

は出来ません。 

ワイズメンズクラブは何と行言っても大きな

出会いが多くあり、お互いの信頼関係がとても強

いのと、様々な年代の方々がそれぞれの場で活躍

しているのはワイズメンズクラブ以外にはない

ように思えます。 

私をワイズメンズクラブにお誘いいただきま

した、次期湘南・沖縄部・部長の佐藤節子さん、

厚木ワイズメンズクラブの長老、田口賢吉さん、

小林秀さん、ワイズメンズクラブ諸先輩方、ＹＭ

ＣＡの皆様から私のような若輩者に実に的確に

指導をしていただき、心より感謝申し上げます。

これからの１年間もどうぞご指導の程宜しくお

願い申し上げます。 

 

「自分が変わらないといけない！と、 

気付きの一年でした」 

金沢八景クラブ 会長  

高橋 徳美  

 私はワイズに入会してか

ら約 9年程になります。昨

年と今年度と 2年連続で会

長をさせていただきました。

正直 1年目は仕事と重なり

約半分の例会にしか参加す

る事が出来ませんでしたの

で、今年度はまずは確実に例会に参加する事を

1番の目標にして活動に当たりました。 

 最初は例会の雰囲気が暗く決して楽しいとは

思えませんでしたが、よくよく考えると「会長

である私が楽しくないんだから、他の会員はも

っと楽しくないのではないか？」ということに

思い当たりました。そして自分から笑顔を発信

し、例会が楽しくなる様に盛り上げていこうと

決心し、自分自身が例会を楽しむ様にしてみま

した。 

そして、友人を誘い入会して貰う度に会員の

方々から「歓迎会をやろう！」と、声が上がる

様になり、自然と笑い声が多くなり例会が明る

くなってきました。 

今では、私が入会した頃の様に、明るく楽し

い例会になりつつあるのではないかと思ってい

ます。 

納涼例会 
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ただ、反省する事も多々あり、私は会長以外

の役職を担当した事がなく、部の年間を通した

流れが全く分かっておらず金子部長はじめ会計

担当の方へは大変にご迷惑をおかけしてしまい

ました。紙面を通じて心よりお詫び申し上げま

す。 

 

感謝をこめて 

横浜つづきクラブ 会長 

 今城宏子 

 2017～2018 年度の船出は

想定外のものでした。チャプ

レンの相賀 昇ワイズが功

労会員となられ、米寿を前に

退会の方１名、そして林 茂

博・理子両ワイズ 2名の休会、

というクラブ始まって以来

の危機！ただでさえ頼りな

い会長としては頭が真っ白のスタートとなりま

した。 

さらに癌の治療（幸いにも超早期発見で手術に

より完治！）、眼の治療や夫様の介護の負担、ま

たチャリティー-ラン奉仕中のお怪我により手術

後リハビリ中の辻 剛ワイズと、試練が続きまし

た。 

今年度の理事の方針に沿えないどころか逆行

する流れでした。しかし、年度末に 2名の新メン

バー候補が与えられ、次年度への希望が生まれて

います！ 

 その中にあってクラブメンバーが事務例会、本

例会共に出席し、ゲストの方も含めて楽しく有意

義な時を過ごせたことは本当に感謝です。 

其々が地域で、又ＹＭＣＡでの奉仕活動に活き

活きと参加していることは当クラブが最も大切

にしていることです。 

年一度、秋に開催の YOU ＆ I コンサートは

湘南・沖縄部の皆様に多大な協力を頂いています

ことをこの場をお借りして心から感謝申し上げ

ます。次年度もどうぞよろしくお願いいたします。 

長い闘病の中、メンバーとして皆を支えて下さ

る辻孝子ワイズ、休会中でもＣＳのカード作りに

ご奉仕下さる林夫妻、多くの方々に心からの感謝

をこめてご報告とさせて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

一年を振り返って 

沖縄クラブ 会長 

 宮里 伸一郎 

 沖縄ワイズメンズクラブで

の一年におきまして、最大の

慶事ともいうべきは「京都ト

ゥービークラブ様とのＤＢＣ

締結」かと思います。 

 赤嶺直前会長から正式手続

きを引き継ぎ、京都トゥービ

ークラブ様の 20周年記念例会

にお招き頂いた席上、多くの皆様に見守られて締

結に至れたことは大変 有難く、演出も素敵で思

い出深いものとなりました。 

遥々 沖縄へ通って頂き交流を深めながら お

互いを知り、スケジュールで保留になりましたが

記念例会に向けて、かりゆしウェアを協同で作製

しようという提案を頂いたこと。 

記念例会のテーマに沿う沖縄の芸能として三

線演奏による民謡、歌を取り入れて頂けたこと。

エクスカーションにおいても、学びのスポットと

してレントゲン研究で有名な島津製作所の見学、

京都ならではの素晴らしい風土と食事を楽しむ

川床料理も頂きました。ゆったりとした流れでの

観光も楽しみました。 

大切に感じたのは空港からのお迎えと駅まで

の見送りでした。旅行経験が少ない私でも初めて

の京都から無事 沖縄に帰ることが出来ました。 

沖縄ワイズメンズクラブも 10 周年を迎えようと

しています。 

理解し合える仲間を増やし、ささやかでも祝い

の席をつくり、ともに喜びを分かち合える皆様を

お迎えしお見送りしたいと思います。 

 

課題を乗り越えて 

ワイズ・ユースクラブ横浜Ｙ３ 会長 

 黒澤 伸一郎 

 「想いをどうつなげていく

か」ワイズユースクラブ横浜

Ｙ３の大きな課題です。 

我々メンバーの中でも『ユ

ース』という世代からは卒業

し次のステップに入ろうとし

ているメンバーも多く、活動

の想いをいかにつなげていくかが大きい課題で

す。今年度も活動の主軸は富士山ＹＭＣＡのサポ

ートに力を入れてきました。その時々に参加でき

るメンバーが集い、できる範囲でのサポートで富

士山ＹＭＣＡの感謝祭や活動に参加してきまし

た。しかし、メンバーそれぞれが、仕事や家庭な
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ど非常に忙しい時期と重なり活動への参加が実

現できないメンバーも多いのが現実です。 

 ワイズユースクラブ横浜Ｙ３、日常では会えな

いメンバーとお互いを高めあい、高い志をもって

活動できる場と思い活動を進めていますが現実

と志とのギャップが大きくでてしまっています。

この現実を受け止め、今一度私たちにとって必要

な場所として来年度どのように運営を行えばよ

いか考えたいと思います。世の中では「働き方改

革」いう言葉を日々耳にしていますが、私たちユ

ース世代が職場と家庭ともうひとつの居場所と

してＹＭＣＡ・Ｙ３に参加できる「余裕」がある

世の中になることを願いながら来年度も私たち

のできることすすめていきたいと考えています。 

今後もご指導よろしくお願いします。 

 

2017-18 年度東日本区大会 

湘南・沖縄部部長報告より 

 

主要な部活動を以下に報告します 

 

湘南・沖縄部部会 
部会は 9月 16日、「幸せなら手をたたこう」の

作詞者木村利人氏を招いて横浜ワークピアで行

いました。早稲田大学在学中、ＹＭＣＡから派遣

されたフィリピンでのワークキャンプの体験を

語る講演からＹＭＣＡ運動の原点を知る素晴ら

しい講演でした。 

 

インターナショナルチャリティーラン 
例年湘南・沖縄部部長が大会実行委員長を担う

チャリティーランが 108チームの参加を得て 10

月 14日に開催されました。今回は 20回目という

事もあって、久々にワイズメンズクラブチームを

結成、大会を盛り上げました。 

 

 

 

 

Ｙ-Ｙ’ｓ合同新年会 
1月 13日、恒例となりましたＹ－Ｙ‘ｓ合同新

年会がワークピア横浜で開催され。栗本理事初め

区役員を含む 42名が参加し、賀詞交換と同時に

懇親を深めました。 

 

横浜クラブ―会員 17 名 
本年

２月、横

浜ＹＭ

ＣＡと

の共催

による

外国人

留学生

による

日本語スピーチコンテストを実施、国際理解と親

善に寄与しました。 

沖縄那覇クラブ―会員 8 名 
本年２

月、部長公

式訪問の

際に行わ

れた入会

式の模様

です。会員

増強が叫

ばれる中、

象徴的な活動として紹介します。 
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鎌倉クラブ―会員 9 名 
 湘南の

海で採れ

たわかめ

を賞味す

る恒例の

わかめ例

会の摸用

です。内

外の関心を集め年々参加者が増加しています。 

 

横浜とつかクラブ―会員 11 名 
 昨年

8月、横

浜とつ

かＹＭ

ＣＡ主

催のユ

ースリ

ーダー

研修会

の際、ユースリーダーたちとの交流会を持ちまし

た。意見交換は大変有意義でした。 
 

厚木クラブ―会員 17 名 
  1 月

10 日に

厚 木 ク

ラ ブ は

「 こ ど

も 餅 つ

き大会」

を 主 催

し伝統文化の継承と懇親に貢献しました。 

 

金沢八景クラブ―会員 15 名 
ク ラ

ブ創設

以来主

催して

いるミ

ニ・バ

スケッ

トボー

ル大会 

が 12回目を迎えました。 

地域活動として大いに評価されています。 

 

 

 

横浜つづきワイズメン＆ウィメンズ 

クラブ―会員 18 名 

つづきク

ラブの主

導で始め

ら れ た

「You & I

コンサー

ト」が７回

目を迎え

ました。障

がい児・者にクラシック音楽を提供する地域活動

として高く評価されているプログラムです。地域

活動として大いに評価されています。 

 

沖縄クラブ―会員 13 名 

昨年 8

月、京

都トゥ

ビーク

ラブと

ＤＢＣ

を締結

しまし

た。東

日本区大会では国際交流事業の一環として表彰

されました。 

 

加藤利榮邸での納涼例会 

東西日本区に別れた１９９７年より毎年欠かさ

ず行われてきました。現在は、横浜とつかと鎌倉

クラブの合同納涼会として行われ、在京メンバー

も含め、毎年 50 名以上が参加する部会に匹敵す

る交流の場を提供しています。 
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ワイズメンズクラブ国際協会 東日本区 湘南・沖縄部 ２０１７年７月１日～２０１８年６月３０日 

    

    

収支計算書見込    

自 ２０１７年 ７月 １日    

至 ２０１８年 ６月３０日    

   (単位：円) 

科目 勘定科目 金額 
部の経常的収入 東日本区補助金 157,500  

 部費  163,500  

 部ＣＳ協力金 136,250  

 小計  457,250  

その他の収入 雑収入 29,760  

 小計  29,760  

収入合計   487,010  

部の経常的支出 ＣＳ活動支援金 180,000  

 小計  180,000  

ＹＭＣＡ支援金 横浜ＹＭＣＡ支援金  

  富士山Ｙ建設募金 30,000  

  ＡＩＤＳ文化フォーラム助成金 20,000  

  部チャリティラン参加費 50,000  

  神奈川県臨床作業療法大会協賛金支払 20,000  

 小計  120,000  

 沖縄ＹＭＣＡ支援金  

  沖縄ＹＭＣＡ５５年史発刊募金 30,000  

 小計  30,000  
部運営費 部長活動費 30,000  

 部行事費 7,270  
 区事業協力費 31,016  
 新企画運営費 0  
 部報等印刷費 1,900  
 事務通信費 1,506  
 会議費 4,190  
 小計  75,882  

その他の支出 雑損失 44,420  
 小計  44,420  

支出合計   450,302  

当期収支   36,708  
尚、当収支報告の詳細につきましては７月１４日開催予定の次年度第１回評議会にて報告致します。 
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2018－19 年度湘南・沖縄部部役員 

および 

クラブ会長 
 

部長 佐藤 節子 厚木 

直前部長 金子 功 横浜 

次期部長 森田 幸二郎 沖縄 

書記 堀田 哲郎 厚木 

会計 伊藤 誠彦 横浜 

【事業主査】   

地域奉仕・Ｙサ 山田 一男 金沢八景 

会員増強 古賀 健一郎 横浜 

国際・交流 今城 宏子 横浜つづき 

ユース 若木 一美 横浜とつか 

【監事他】   

監事 鈴木 茂 横浜つづき 

エクステンショ

ン委員会委員長 
辻 剛 横浜つづき 

部担当主事 青木 一弘 横浜ＹＭＣＡ 

【クラブ会長】   

横浜 古田 和夫  

沖縄那覇 玉城 哲人  

鎌倉 千葉 裕子  

横浜とつか 浦出 昭吉  

厚木 小松 仲史  

金沢八景 若林 諒  

横浜つづき 岡田 勝美  

沖縄 宮里 伸一郎  

横浜Ｙ－３ 黒澤 伸一郎  

 

湘南・沖縄部スポットニュース 

 
○２０１７～１８年度、湘南・沖縄部は前期より

８名少ない１１５名の会員数でスタートしま

した。残念ながら２０１８年１月１日の会員登

録数は１０８に減少しました。 

 

○昨年３月沖縄ＹＭＣＡは創立５５年を迎え、本

年１月に「沖縄ＹＭＣＡ５５年史」を発刊しま

した。発刊のための募金活動に沖縄那覇クラブ

が中心的な役割を果たしました。 

 

○昨年のメネット会は横浜中央ＹＭＣＡを会場

として行われました。当部も佐藤節子メネット

会委員を中心に協力しました。 

 

○栗本理事の提唱により、当部でも新しいクラブ

の創設に取り組むエクステンション委員会(佐

藤節子委員長)が発足、新クラブ創設の運動を

始めました。 

 

○本年６月、カナダニューブランズウィック州フ

レデリクトン

市からＢＦ代

表 Mr & Mrs. 

Todd Robinson 

が来日、当部

にも６月６日

～７日にわた

って来訪しま

した。横浜Ｙ

ＭＣＡを表敬訪問、見学したほか横浜中華街で

歓迎夕食会を開催しました。翌日には三溪園を

案内しました。 

 

○今年度はＹＭＣＡ運動にとってＹＭＣＡのブ

ランドコンセプト～ポジティブネットのある

豊かな社会～を目指す運動の初年度でした。 

ワイズメンズクラブでは、クラブ例会、Ｙ-Ｙ’

ｓ協議会を通じ新しいスローガン「見つかる、

つながる、良くなっていく。」を学習すること

に努めました。 

 

○次年度次期部長に沖縄クラブ森田幸二郎ワイ

ズの選任が決まりました。部にとって初めての

ことであり幾多の問題を抱えることになりま

すが、部が一致団結して問題の解決に当たるこ

とが期待されています。 

編集後記 

皆様のご協力により何とかまとめることが

できました。心より感謝申し上げます。 

現在「東日本区１０年の歩み２００７年～２

０１７年の歩み」が編纂されておりますが、湘

南・沖縄部編を担当した私にとって過去の部報

は歴史を顧みる重要な資料であることを痛感

しました。その意味ではこの部報も将来大切な

資料になることを思い部の出来事を中心に編

集しました。 

読者の皆様には、この部報により湘南・沖縄

部の現状をご理解いただくことを切に祈りま

す。（ＩＫ記） 


