
2 

 

のえあい 26 回「 

 

 

 ：浦出昭吉 ere 後三浦       

 

 

 

 

 

  えｆ長が不安だと 

 

 

 

 

                         

   

 

 

 

 

 

 

 

    

     

 

メネット事業 吉原 和子      担当主事 長田 光玄 

 

 

      

会長ひと言     ～ごあいさつ～   浦出 昭吉             ◎今月の聖句◎ 

いつも心の温まるご支援を賜り、有り難うござい        新しい歌を主に向かって歌え。 

ます。今期も引き続き 第４期目の会長をお引き受け            全地よ、主に向かって歌え。                                     

し、メンバーの皆さまと 一丸となって様々な                 －詩編第９６章１節－ 

        活動を進めてまいりたいと存じます。特に、   横浜つるみクラブが国際協会に加盟しました。 

        メネットの皆さまには、更なるご理解を賜り    認証状伝達式の時には、参加者全員が、その喜びを 

まして、いっそうの成果を挙げてまいりたい  歌い上げたことでした。さぁ その喜びを再び思い 

と願っておりますので、何分のご理解･ご協力をお願いします。  起こし、次のステップへと進みたいものですね…。 

このことに付きましては、先日、５月１８日のクラブ25周年 

記念式典の終りに 私からの“決意表明”で述べさせていただ              キックオフ 

きましたので、ご出席された皆さまには すでにご理解いただ    強調月間  ＹＭＣＡサービス 

けたこととは存じますが、ここに重複を承知で、あえて いま              ＡＳＦ・ＲＢＭ  

一度、貴重な紙面を割いて 以下に掲載させていただきます。 

     『本日、横浜とつかクラブは 設立25周年式典を滞りなく     ワイズの新年度、先ずはキックオフ例会で…。 

開催することができました。これも ひとえにここにご参席の   そして、前号のブリテンに田口総主事が書かれてお 

   皆さま方の一方ならぬご支援・お力添えの賜物と、心より深く  りますように、これからも湘南とつかYMCAと 

感謝申し上げる次第です。これからも、会長主題にもあります   ともに地域に寄り添う働きをし、また、国際の諸献金 

ように、メネット皆さんのお力も頂きながら、設立30周年に向けて、  になっているASFやRBMにも心を用いなければ     

力強くクラブ活動を推進することをお誓い申し上げます。    なりませんね…（ASF：＠500円以上、RBM：＠ 

         2019年5月18日               800円以上）。更に、これら国際献金は、他の献金

横浜とつかワイズメンズクラブ会長』     項目も念頭に、年間計画を立てるのも一法です…。                  
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 ２０１９年７月会報 第２９７号 
         国際会長（ＩＰ）  Ｊｅｎｎｉｆｅｒ Ｊｏｎｅｓ  (オーストラリア)                                                          

２０１9   主  題 “Building ｔｏｄａｙ ｆｏｒ ａ ｂｅｔｔｅｒ ｔｏｍｏｒｒｏｗ” 

 スローガン  “On the MOVE!!”  「さぁ動こう!!」 

        アジア太平洋地域会長（ＡＰ）   田中 博之 (東京多摩みなみ)  

     主  題  “Action！”  「アクション！」                                    

～    スローガン “With Pride and Pleasure” 「誇りと喜びを持って」 

   東日本区理事 （ＲＤ）   山田 敏明 （十勝）   

       主  題 「勇気ある変革、愛ある行動！」“Innovation with courage,Action with Heart” 

       副  題 「みんなで力を合わせて、1・２．３」“Hop,Step and Jump with all Y‛ｓmen” 

 ２０20  湘南・沖縄部部長（DG） 森田 幸二郎（沖縄）
 

        主  題 「ワイズを社会に広める基盤の再構築をする」  

クラブ会長 浦出 昭吉 「メネットの支援に感謝し、30 周年に向けてさらに仲間を！」                   

主題          副会長 吉原 訓  書記 加藤 利榮  会計 岡 進 

              メネット事業 吉原 和子  担当主事 瀬戸 俊孝 

 

       
       

 
  

 
  

 
  

 
  

 



６月在籍者数 ６月出席者数 出席率  
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(円) 
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（円） 

ロ バ 

（円） メ ン 13 メ ン 12 92％ 

メネット 8 メネット 2  前 月 迄 0 0 0 0 0 

  ゲ ス ト ら   当 月 0 0 0  0 

計 21 合 計   累 計 0 0   0 0 0 

★強い義務感を持とう 義務はすべての権利に伴う★ 

 

 



 

☆第22回東日本区大会（第1例会振替え）報告☆        浦出 昭吉 

日 時： 2019年6月1～2日 12：40～翌12：40       クラブの皆さんは私を含め全員が‘宿泊ナシ’、それで 

会 場： 国立オリンピック記念青少年総合センター大ホールほか  もかなりゆったりと閉会間際まで交流を楽しみました。 

   出席者:：  －とつかクラブ参加者－              明けて第2日目、会場に入ると礼拝が始まっており、 

（メ ン）岡･加藤･柴原･鈴木･瀬戸･土方･吉原･浦出   前寄りの席に加藤ワイズが居られたので、そのお隣に…。 

        （メネット） 加藤・吉原      計）10名   東日本区アワー2では、清水弘一さんからの「震災･災害 

   「つなごう平和への道しるべ」をテーマに   報告」、ネムケが吹っ飛びます…。そして事業主任報告・ 

西日本区からの30名を超える参加を含めて  表彰へと移りました。とつかクラブは、「国際・交流事業 

総勢400名近いワイズが神宮の森を間近に  部門・TOF献金貢献賞（第1位）」を含む6部門で賞状を 

望む会場に参集・開催されました。     頂きました（内訳は末尾に記載）。役員引継式では区大会 

 定番のバナーセレモニ―では、何回目か  旗が十勝クラブに引き継がれ、場内から期待の拍手が湧き 

との思いも新たに壇上へ…、感慨一入です。 起こっておりました。アジア大会には、クラブからの参加 

そして記念講演、「もぅひとつのヒロシマ、  は‘0’ですが、トカチには二桁人で参加したいですね。 

  灯籠流し」のテーマで、オバマ前大統領が 

ヒロシマを訪れた際に抱擁を交わした歴史研究家の森重昭さんの 

ドキュメンタリーフィルムをまじえてのお話し、ご自身も被爆され、 

また、12人のアメリカ兵捕虜も被爆死していることを知り、その 

遺族をアメリカに渡って訪ね、敵味方に関係なく人間として交流 

を続けてきた…のお話しに、改めて平和の大切さを思ったひと時 

でした。そして、場所をお隣りの国際交流棟の大ホールに移して 

18：30からクラブごとに着席して始められた晩餐会、アルコール 

も添えられ、ひと月後に迫ったアジア大会や次期区大会のアピール               厳粛の内にも和やかな 

などを挟みながら、ワイズらしい交流が賑やかに開かれました。 

                                                         

☆第4回部評議会から☆   加藤 利榮            ☆遂に1,000冊に！☆                                                          

 6月15日（土）14時から標題の会が関内中央YMCA・ 

 801号室において開かれ、浦出会長と共に出席しました。 

 出席者は現・次期部長を始め部役員ら21名、開会礼拝・ 

行事（写真）の後、佐藤部長挨拶では、16日のつるみクラブ 

のチャーターが行われることなどを中心に、この1年の協力･ 

感謝が述べられました。引き続き議事に入り、6議案のうち 

4議案が森田次期部長提議による行事計画や予算案等の議案 

でしたが、活発な質疑を経て、いずれも承認されました。 

なお、部大会は「明年2月22日(土)･沖縄」に開催が決まり、    

また前回評議会で提議された「ロースターの発行について」は 

特別委員会において、なお継続して審議と決まりました。 

 終盤は、区役員会報告と部長報告が佐藤部長から、また、 

部書記･会計･事業主査及びクラブ会長報告がそれぞれ手短に 

なされたあと、鈴木監事の監事講評では、「…次期部長には、 

地元那覇クラブとの円滑な交流の手立てをご一考願いたい…。」 

といった主旨のお話しがありましたが、これには、当日出席の 

役員の皆さん、まったく同感だったのではないかと思いました。 

 佐藤部長の1年間のお働きに感謝し、16時、今年度最終の 

評議会は、滞りなく閉会点鐘となりました。   

 

 

 

              

              

  （2008 年〈部は 09 年〉以来支援する『子供用絵本点字図書

館創設』を目指すUniLeaf－大下利栄子代表－が蔵書 1,000 冊

に達し、お祝い会が6月15日にあり、若木さんが出られました。） 

  ユニリーフ1,000冊達成記念祝賀会が葉山で開催され、

80名ほどの関係者や町民の方々が、情報交換、成果品の思

い出や感想を語るなど、有意義なひと時を過ごすことがで

きました。独りで始めた主宰者の思いが、大きな実を結び

ました。誠におめでとうございます。祈、更なるご発展！ 

                若木 一美 

 

          ☆第2例会報告☆   浦出 昭吉 

日 時： 6月18日（火）18：30~20：00 

会 場：湘南とつかYMCA 205号室 

出席者：加藤･佐藤･柴原･鈴木･瀬戸･土方･吉原･若木･浦出 

    吉原メネット          計） 10名 

諸報告 

 ① 第22回東日本区大会：（別掲） 

 ② 第85回YMCA－Y’s協議会：（別掲） 

 ③ 第4回湘南･沖縄部部評議会：（別掲） 

 ④ 横浜つるみクラブ：（別掲） 

当面の日程・協議 

 ① ７／６：第1例会・総会とユニリーフ支援 

 ② ７／27：部長公式訪問・11：00～・鎌倉クラブ合同 

③ 会計･予算関係の協議：別途通知予定    －以上－ 



 

 

 【特別寄稿】 ☆良き1年が過ぎせたと思えるように☆ 

湘南･沖縄部部長 森田 幸二郎（沖縄） 

2019‐2020年度湘南･沖縄部部長を拝命し 

ました沖縄クラブの森田幸二郎と申します。 

本年度の部長主題といたしましては、「ワイズ 

を社会に広める基盤の再構築をする」を掲げて

まいります。具体的には、ワイズメンズクラブの活動を広く社会に

浸透させるために、ワイズダムに関わるメンバーを礎とした活動

基盤の再構築を図ります。先ずは、本年度も継続しなければな

らない大きな目標として、ワイズダムを支える会員増強を主な

柱として継続･勧めてまいります。そのためには、湘南･沖縄部に属

する各クラブが持つ独自の活動やイベントの開催など、ワイズの

特性を遺憾なく発揮していただき、それぞれのクラブに属する

楽しいと思えるワイズライフを体験していただくことを始め

として、毎日の生活を活性化させるパワーの源泉、奉仕のため

の経済性を得ることができる活動を更に育んでまいります。合     

わせて、横浜YMCAのAIDSフォーラムやチャリティ―ラン、

沖縄 YMCA が継続実施する活動も支えてまいります。特に、

ワイズメンズクラブにあっては、現代の社会問題として挙げられ

る「互いに関心が無い」ということについて、ワイズの信条に

ある「自分を愛するように隣人を愛そう」を基盤として、精神

的にも、経済的にも豊かであるためにも互いに関心を持ち、関

係の構築を果たしていくことも勧めてまいります。   

横浜とつかクラブの皆様におかれましては、毎年のバザーを

始め、地元のYMCA に多くのご支援がますます盛んになり、

保育園、学童保育、キッズクラブなど14拠点への奉仕のお手伝

いに、必要ならば何なりとお申し付けください。本年度が終り、

ワイズの皆様が良き 1 年を過ごせたと思えるように邁進する

所存であり、皆様のご協力を賜りたく存じます。   

よろしくお願い申し上げます。 

（森田部長様、お忙しい中、原稿をありがとうございました。） 

                              

レザン通信            施設長 尾原 萌子 

レザンでは今年度より地域交流活動として、レザンタイムと

いうプログラムを実施しています。毎月第 2 月曜日の 10：30

～11：30で、レザンにて様々な製作活動や運動プログラムを行

った後、コーヒーを飲んで少しお話する時間をとります。どな

たでも参加OKで、利用者も一緒に活動します。5月よりスタ

ートしました。5 月は折り紙でポチ袋作り、6 月はヒモを編ん

で小物入れを作りました。地域の高齢の方や障がいのお子さん

を持つ保護者の方や子育て中のママなど様々な方にご参加い

ただいています。利用者とも少しお話ししながら交流もできる

時間にもなっています。このレザンタイムで互いに交流を持ち、      

そこからまたつながりをふやし

ていけるといいなと思います。 

7 月は 8 日を予定しています。

ストレッチ体操とちぎり絵ハ

ガキ作りを行います。予約なし

でどなたでもご参加いただけ

ますので、お時間がありました

ら、ぜひお待ちしております！  

☆遂につるみクラブが誕生！☆   加藤 利榮                     

 吾人が指折り数えて待った6月の 

16日(日)が遂に…。気になっていた 

お天気も味方して…、式場は熱気に 

包まれました。定刻の16時、司会の 

辻委員長の開式宣言が高らかに…。 

 入口で渡された袋には、クラブ・ 

フラッグが…(写真)。「あなたの赤ちゃ 

んを育てて…ということで国際から 

贈られた「コウノトリバッジ」を模し 

たデザイン？もしかしてツルミたい…。 

実のところは‘うたごえ広場’が図案 

の母体…。全国から93名のお客様を 

お迎えしプログラムはきわめて順調に…。 

乞われて「チャーターバッジ装着」のお役 

が…、中々ピンが通りません…、お隣りの藤井さんに手助け

されてやっとの思いで…（年老いたアカシ？）。 

 2部の祝会では、例によってカンパイの発声を…、お料理

は久保会長のお身内の中華街店‘心龍’(しんろん)からのもの、 

アルコールも添えられ、一転 賑やかにお祝いの言葉がここ

かしこに交わされる会場に…。頃合いあって、チャーター

メンバーのお一人久米康子さんからの‘お礼の言葉’、そし

てYMCAの歌を斉唱し閉会、‘つるみ’がさらに大きく育つ

ことを願い・ご挨拶を交わし、会場を後にしました。 

 〈参加者〉浦出・加藤(2)・柴原・鈴木・瀬戸・吉原(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆第85回Ｙ-Ｙ‛ｓ協議会から☆  浦出 昭吉 

 6月4日(火)19時から中央YMCAで標題の集まりが鎌倉ク

ラブの担当で開かれ、加藤・瀬戸両ワイズと参加しました。 

開会礼拝、部長挨拶のあとの協議では、青木一弘部担当主事

から、「留学生支援体制の現状と今後の課題」のテーマで、列席

の金君ら 3 人の男女留学生からの話も交えての説明があり、

日本における就職の難関と企業側の認識不足や就職後の定着

の問題など有り、これに対するYMCA側の、例えば、専任ス

タッフによるマン･ツー･マン支援、資格取得支援など行ってい

るが、なおインターシップの受入れや就職先の確保などについ

てご配慮願えれば…ということでした。列席の3人の素直さ 

や日本語の達者なことに一驚しました。諸報告の後、次回は 

9月3日(火)・とつかクラブ担当を確認、20：30閉会しました。 



 

 

☆YMCAだより☆            瀬戸 俊孝                    

    ‘命を守る講習会’ 

ワイズの新年度となりました。 

今年度もどうぞよろしくお願いいたします。 

6 月～9月まで全国の YMCA で統一キ

ャンペーンとして「ウォーターセーフティ

（水上安全）キャンペーン」を行っています。     

昨年は着衣泳や心肺蘇生法など全国で延

べ参加者数 27,000 名を超える方に体験していただきました。 

今年の湘南とつかYMCA のキャンペーンは6月17日（月）

より1週間、キッズ水泳プログラム内で着衣泳を行いました。

着衣泳では、もしもの時に自分の命を守るために洋服を着て

水の中に入る体験を行います。国土の周りを海で囲まれてい

る日本では、1年間で約1,500件の水の事故が起きています。

そのうち 50%近くが 6月～8月に事故が起きています。海水

浴や川遊びなど水辺での遊びが増える前のこの時期に多く

の保護者や子どもに命の大切さを伝えています。近隣の小学

校にも出かけていき、教員向けの心肺蘇生法体験会や学校内

のプール授業での着衣泳指導を行っています。 

これからYMCAでは年間で一番、人が集まる夏を迎えま

す。最善の準備をして、安全を優先して笑顔と元氣で多くの

人を迎え入れたいと思います。 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

☆今月の歳時記から☆ 

‘合歓の花 ねむのはな’と‘赤富士 あかふじ’ 

‘合歓の花’、梅雨明けの頃、夕暮れの中に細い糸を無数

に集めたような紅色の美しい花を開く。6メートルにも達す

るような落葉喬木で、枝を分けて繁茂し、葉はたくさんの

小葉からなり、その木葉が、夜になると静かに閉じるので

この名がある。                 

象潟や雨に西施が合歓の花     芭 蕉 

雨の日やまだきにくれてねむの花  蕪 村 

  合歓咲くや七つ下りの茶菓子売り  一 茶 

次に‘赤富士’、めったにお目に掛かれないが、晩夏から

初秋の頃、とくに裏富士に、早朝の数十分に限ってみられる。

雪がすっかり融けた富士に現れる現象で、朝日を受けた富士

が、雲や霧の濃淡に応じて、次第に変化していく。葛飾北斎

の木版画「富嶽三十六景」の中の「赤富士」は有名ですね。 

赤富士の雲紫にかはりもし     青 畝 

赤富士としてきはまるを慈悲心鳥  岳 陽 

（午） 

☆７月・８月のこよみ☆ 

➢７/6(土) 第 1例会･総会：湘南とつかホール・18：30 

➢７/19(金)～21(日) 第 28回アジア大会・仙台 

➢７/27(土) 部長公式訪問例会：湘南とつかホール・11：00 

➢７/27(土) 第 1回湘南･沖縄部評議会 

➢８/２～４ 横浜YMCAエイズ文化フォーラム  

➢８/11(月)～１６(土) 横浜YMCA 休館 

➢８/20（火）第２例会・湘南とつかYMCA 205号室 

 

～７月会合のご案内～ 

① 総会例会とUniLeaf支援 

         ７月６日（土）湘南とつかYMCA1階ホール  

       １８：３０  開 会 

       １９：００  総 会 

       １９：３０  大下代表による報告・支援 

                 

② 第2例会   

    ７月２７日（土）1１:：０0～・１階ホール 

     △森田部長のクラブ公式訪問予定 

△鎌倉クラブと合同例会の予定 

 

～ＨＡＰＰＹ ＢＩＲＴＨＤＡＹ～ 

        土方喜美代さん ７月２６日 

         

  【掲示板】            会 長                                                        

◎ ２２回東日本区大会・表彰状授与の内訳 

ア 国際・交流事業部門 

   TOF献金貢献賞： 第１位 

BF使用済み切手収集優秀賞： 第３位 

イ EMC－C部門：  出席率優秀賞 

ウ    〃  ：   ノンドロップ賞 

エ EMC－M部門：  努力賞 

オ ロースター広告協力賞 

   

◎～水難事故０を目指して～クラウドファンディング結果  

横浜YMCAが行ってきた標題のキャンペーンは 

５月末日をもって終わりました。 

    目標金額５０万円を突破し、最終的には 

５４５，０００円の支援額が集まりました。 

     ‘YMCAだより’にあるように、スタッフ一同 

     「ウオーターセーフティーキャンペーン」を実施 

してまいります…とのことです。 

    

   ◎ 「会員ひと言」欄の担当について ～敬称略～ 

  ブリテンの「会員ひと言」担当表です。 

  ８月:有田、９月:大高、１０月:岡、１１月:加藤、１２月:佐藤 

   １月:柴原、２月:鈴木、３月:瀬戸、４月:土方、５月:吉原: 

〈後記〉 

  ブリテンをやっていると、月日の経つのが人一倍早い気がしま す… 

B/Eのひとしく思う処の様です…。 

                         （T/K） 


