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湘南・沖縄部 

主題“ワイズの絆を強め、広げよう” 

湘南・沖縄部部長 金子 功 

 

 いよいよ新年度を迎えました。湘南・沖縄部長と言う重責を担い、身の引き締まる思いを新たにして

おります。 部長としては二度目の務めになりますが、皆様のお力添えにより微力ながら部の発展のため

に努力したいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。 

 本年度の部長主題として標記のように、“ワイズの絆を強め、広げよう”といたしました。ワイズダム

という枠組みの中で仲間同志の絆を強め、その輪をクラブ内だけではなく、部内或いは東日本区内、ひい

ては世界のワイズ仲間との交流に広げれば自ずとワイズライフも楽しくなるであろうと考えたからです。

ワイズライフから得られる喜びは無限です。ワイズメンであるならば、また、クラブ或いは部の役員であ

るならば前向きに、喜んでその責務に努めようではありませんか。皆様の協力をお願い致します。 

                                                          

 

年度の活動方針及び計画 

 

○会員増強運動の積極的な推進： 

栗本治郎理事のズバリ「EMC」の主題を受けて湘

南・沖縄部としても会員増強運動には積極的に取り

組む。 

 

○具体的な活動方針及び計画： 

１）部としては数多くある横浜ＹＭＣＡの活動拠点

に新しいワイズメンズクラブを創設する可能性

を検討する。 

２）各クラブとしては会員増強とクラブメンバーの

若返りを計る。 「一人がひとりを！」と言っ

た強い意識を持って会員増強に努めることを提

唱する。 

３）各クラブが卓話の充実を図る等、楽しいクラブ

作りに努めることを提唱する。 

 ４）ワイズメン同士の楽しい出会いや交流を実感す

るために、積極的に他のクラブの例会、部会、

東日本区大会等、ひいては国際大会にも参加す

る努力をする。 

 ５）チャリティーランやバザーに象徴されるような

YMCA との協働プログラムの開発に努め、サー

ビス YMCA との関係強化に努める。 

 ６）Y3 やユースリーダーとの連携強化を図り、   

次世代ワイズの基盤を強化する努力をする。 

 

今年度の部会は 9 月 16 日(土) 14：00～19：30 

ワークピア横浜で開催されます。ご予定ください。 

 

 

部長公式訪問予定 

今年度の部長公式訪問を以下の通り予定してお

ります。各クラブの活動状況をより深く理解し、部

の活動について意見の交換をしたいと思っており

ます。沖縄那覇及び沖縄クラブへの訪問については

できるだけ多くのメンバーで沖縄に行きましょう。

(公式訪問日順) 

７月０１日(土)・・・横浜とつかクラブ 

 ７月１１日(火）・・・鎌倉クラブ 

 ７月１３日(木）・・・横浜クラブ 

７月２１日(金)・・・金沢八景クラブ 

７月２６日(水)・・・厚木クラブ 

 ７月２８日(金)・・・横浜つづきクラブ 

 2018 年 2 月 3 日（土）~4 日（日）沖縄訪問 

２０１７～２０１８年度湘南・沖縄部役員 

役職 氏名 クラブ名 

部長 金子 功 横浜 

次期部長 佐藤 節子 厚木 

直前部長 若木 一美 横浜とつか 

書記 松島 美一 横浜 

会計 伊藤 誠彦 横浜 

地域奉仕 大髙 治 横浜 

会員増強 佐藤 節子 厚木 

国際・交流 伊藤 康一 沖縄 

ユース 今城 高之 横浜つづき 

監事 鈴木 茂 横浜つづき 

ＥＭＣ委員長 佐藤 節子 厚木 

   

部担当主事 青木一弘 横浜ＹＭＣＡ 
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2017－2018 年度 湘南・沖縄部行事予定 

月 強調月間 部行事 東日本区行事 国際・横浜 YMCA・他 

2017 

7 月 

 

キックオフ 

YMCA サービス 

ASF 

RBM 

各クラブ部長公式訪問（とつ

か：７/１、鎌倉：７/１１、横

浜：７/１３、八景：７/２１、

厚木：７/２６、つづき：７/

２８） 

10 半年報（クラブ→部長） 

15 部報第１号原稿依頼 

15 第 1 回部評議会・研修会 

20 部長通信第 1 号発行 

08  第 1 回区役員会 

15 半年報（部長→会員増強

主任） 

31 前期区費請求書発送 

19-23  AYC 

21-23 アジア太平洋地

域大会(チェンマイ) 

 

 

8 月 

 

 

CS 

 

15 部報第１号原稿提出期限 

15 CS 支援金申請書提出期限 

15  前期区費納期 4-6 第 24回エイズ文化

フォーラム in 横浜 

 

9 月 

 

 

 

ユース 16 部報第 1 号発行 

15 部費納付期限 

16 部会（研修会・懇親会） 

08-10 ﾕｰｽ・ﾎﾞﾗﾝﾃｲｱ･ﾘｰﾀﾞ

ｰｽﾞ･ﾌｫｰﾗﾑ 

05 第 78 回 Y-Y’s 

協議会（横浜） 

23 横浜ＹＭＣＡ会員ス

ポーツ大会 

10 月 

 

 

 

EMC/E 

YES 

16  部長通信第 2 号発行 

21 部役員会（次次期部長選考） 

 

28 次期部長・事業主任 

  研修会(日本 YMCA 

同盟） 

14 第 20 回ﾁｬﾘﾃｨｰﾗﾝ 

11 月 

 

 

ワイズ理解 

ファミリーファ

スト 

11 ワイズデーチャリティ

ー・コンサート（富士山Ｙ

募金）（継続審議） 

18 第 2 回部評議会（次次期

部長選考） 

4 第２回役員会 

10 ワイズデー 

 

 

23中央 Yウェルカムフ

ェスタ 

 

12 月 

 

 

EMC/MC  8 祈りの輪 05 第 79 回 Y-Y’s 

協議会（鎌倉） 

21 YMCA クリスマス 

2018 

1 月 

 

IBC/DBC 

 

 

10 半年報（クラブ→部長） 

13 Y-Y’合同新年会（継続審議) 

20 次期クラブ会長名報告

(部長→区書記) 

15 半年報（部長→区会員増

強主任） 

31 後期区費請求書発送 

13 Y-Y’s合同新年会 

 

2 月 

 

 

TOF 

 

 

3-4 沖縄部長公式訪問 

17 部長通信第 3 号発行 

28 各種献金納期(部→区) 

15 後期区費、各種献金納

期(各クラブ→部へ) 

28 各種献金納期（部→区） 

11 横浜 YMCA 会員 

大会 

3 月 

 

BF 

メネット 

 

 

3－4 次期クラブ会長・部

役員研修会（東山荘） 

9 代議員会告示 

06 第 80 回 Y-Y’s 

協議会（とつか） 

4 月 

 

 

LT 21 第 3 回部評議会・研修会 6 代議員会議案締切 

7-8 第 3 回区役員会 

   

 

5 月 

 

 

EF/JEF 7 部報原稿提出依頼 

 

1 代議員会議案送付 

15JEF エントリー締切 

26 横浜 YMCA 会員総

会 

6 月 

 

評価 13 部長通信第４号 

部報第 2 号発行 

16 第 4 回部評議会 

1 第４回区役員会（沼津） 

2-3 第 21 回東日本区大会

（沼津） 

5 第 81 回 Y-Y’s 協議会

（厚木） 

 

 


