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メネット事業 吉原 和子      担当主事 長田 光玄 

 

 

      

会員ひと言   ～主体性と協調性～    有田 征彦            ◎今月の聖句◎ 

年齢を重ね、ふと考えると 私たちの若いころに比べて、    見てもらおうとして、人の前で善行をしないように注意 

本当に社会の変化を実感することがある。人、企業、構造、   しなさい。さもないと、あなたがたの天の父のもとで報い                                     

選択肢、ニーズやサービスに至るまで多種・多様な    をいただけないことになる。 －マタイによる福音書6章1節ー 

     社会に変化し、そのスピード感も増してきている。    日ごろ‘奉仕’する私たちにとり、奉仕は本来自ら 

そのスピードについていくことが出来ないことさえ多い。     進んで動くもの、‘何気ない奉仕’、これが本物です。 

そんな中、“主体性と協調性”ということについて考えること   傍から見て、あぁ あの時はそぅだったのか…と 

があった。昨今、保育の現場などでは『主体性』ということが  思われるくらいになれば最高です。 

重要視されつつあるという。主体性とは「自分の意志」や「判断」で    日頃のワイズ活動の中で フト振り返ってみては…。 

責任を持って行動する態度や性質のことである。例えばYMCAの 

キャンプや様々なプログラムにおいては多くの場合、集団（グループ）       強調月間  ＥＭＣ/Ｅ 

での行動の中で進行していく。対人関係において自分と違った考え方、              ＹＥＳ 

意思や判断を尊重し認める姿勢は 大変重要なこととは思うが、果たして 

グループ活動などにおいて 主体性をどのように捉えたらよいのか？ ‘E’はExtension、新クラブの設立を意味します。 

主体性を重んじるあまり安全性が失われることはないのだろうか。  私たちの湘南･沖縄部には、エクステンション委員会 

   私たちは考えていく必要があるのかもしれない。       （辻委員長）があって、活発に活動を展開中です。 

ただ、主体性と協調性が必ずしも相対し 矛盾するものと捉える  残る MC の強調は 12 月です。それから‘YES’、これは                     

必要もないと感じる。個性や多様性を認め･受け入れる姿勢のなか、  Y‛ｓ Extension Support、新クラブの設立を区レベ 

それぞれの場面においてバランスを保っていくことは可能ではないかと  ルで支援するための基金。各区から地域に拠出された 

思う。そのようなコミュニケーションの場面において創り出される  献金は、地域内の各クラブの設立支援資金および地域 

  成果は、更に高い価値となっていくのかもしれないと感じるのである。   レベルのエクステンション活動に用いられる。 
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 ２０１９年１０月会報 第３００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 

 

       
       

 
  

 
  

 
  

 
  

 



９月在籍者数 ９月出席者数 出席率  
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（円） メ ン 13 メ ン 12 92％ 

メネット 8 メネット 3  前 月 迄 0 0 0 0 0 

  ゲ ス ト ら   当 月 0 0 0  0 

計 21 合 計 15  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★ 

 

 



 

☆9月期第1例会報告☆                浦出 昭吉 

日 時： 2019年9月7日 18：30～20：30        諸連絡・報告に移り、①先ごろ、沖縄クラブから贈られた 

会 場： 湘单とつかYMCA 1階ホ―ル        こども用絵本10冊の贈呈式が、盛んな拍手の中行われた(写真)。 

   出席者:：(ビジター) 千葉・兵藤・吉田（以上 鎌倉クラブ）  沖縄クラブの皆さん、有り難うございました。早速、YMCAの 

(メ ン) 加藤・鈴木・瀬戸・若木・浦出    保育園に…。②東京西クラブの吉田明弘さんからのお話しで例会 

(メネット) 加藤・吉原・若木   計）11名   卓話に青木勝彦様をご紹介いただき、早速調整させていただく。 

９月期第１例会は、鎌倉から千葉会長ら3名をお迎えし、 ③11/16のチャリティ―ランには、とつかクラブは例年どおり 

定刻の18:30、開会点鐘･ワイズソング･信条と静かな雰囲気  コースガードを担当する。④You & Iコンサート（つづきクラブ主催） 

のうちに始められ、恒例のコグニサイズ  のチケットを例年どおりクラブとして購入する…等、確認した。 

では瀬戸ウエルネス主任から20分近く YMCAから、AIDS文化フォーラムや会員スポーツ大会などの 

         ‘アタマの体操’を含む手足の筋肉ほぐし  報告等があって、ハピーバースディは浦出に…、歌を唄いながら 

に打ち込み(?)、そしてディナータイムへ…。  今更ながらトシを…。閉会点鐘の後は全員立ち姿での記念撮影、 

心尽くしの差し入れも有って、過ぎ去った そして、いつもの交流会に…、楽しいひと時を過ごしました。 

夏休みの話題など賑やかなひと時です。 

          そして、いよいよ瀬戸さんの卓話に…。 

テーマは、「ウォーターセーフティキャンペーンの現状と今後の 

問題点」、先だってのY-Y’ｓ協議会でも採り上げられましたが、 

PCを併用しての一層具体的･とつかYを念頭に置いた内容 

のお話し。『キャンペーンは、全般的には、県下8Yを中心に 

資料を配り、着衣泳･普通救命や心肺蘇生法などの講習会を 

実施し、ハンドブック33,080冊を作成・配付し、ポスターは 

県教委の協力を得て、県下公立小学校全校に配付･展示した。 

問題点として、ハンドブック作成費が支出増傾向にある…。』と。  

                                                         

☆第86回YMCA－Y’s協議会から☆  加藤 利榮         ☆第２例会報告☆     浦出 昭吉                                                          

日 時： 2019年9月3日（火）19:00～20:30 

会 場： 横浜中央YMCA  812号室 

出席者：(YMCA) 田口･青木･瀬戸･三上･奥薗･田中･高田          

    (ワイズ) 浦出･古田･金子･千葉･日下部･佐藤･鈴木･ 

      田中･大高･峯尾･久保･今城･加藤  計) 20名 

 86回目となる標記会合がとつかクラブ担当で開かれました。 

 瀬戸担当主事の進行で開会礼拝の後、田口総主事から、特に、 

26回を数えた2019年度AIDS文化フォーラムが8月2日～4日、 

かながわ県民センターに、延べ4千人が入場し、44の分科会･ 

11の展示ブース、そしてボランティア100人の規模で開催でき、

協力･支援に感謝する旨のご挨拶があり、また、欠席の森田部長 

に代わり、古田次期部長から、3クラブ合同主催の納涼例会が 

盛大裡に終わったことへの感謝の言葉などがありました。 

 協議は「ウォーターセーフティキャンペーンの現状と今後の 

展開」のテーマで、‘全国ウェルネス アクアティック’担当の 

横浜YMCAの高田職員と北YMCA所属の田中職員から、プール 

における水泳指導の安全性についての実状等が報告されました。 

（クラブ例会で、瀬戸担当主事からPC併用で、更に詳細な説明有り。） 

 報告では、①会員スポーツ大会：三上主事 ②エイズ文化フォ 

ーラム：奥薗主事 ③チャリティーラン：青木主事 ④スピーチ 

コンテスト：青木主事 ⑤湘单･沖縄部評議会、合同納涼例会： 

古田次期部長 ⑥各クラブ報告：クラブ会長… が行われ、次回 

12月3日(火)・厚木クラブ担当を確認し、定刻閉会しました。 

 当番クラブということで、終始、気の抜けない協議会でした。 

日 時： 2019年9月17日（火）18：30～20：00 

会 場： 湘单とつかYMCA 205号室 

出席者：(メン)岡･加藤･柴原･鈴木･瀬戸･土方･吉原･若木･浦出                         

    (メネット) 吉原・若木      計) 11名  

報告事項      

① ９/３(火)：第86回YMCA－Y’ｓ協議会（別掲） 

② ９/６(金)：松田奈緒美リサイタル（別掲） 

③ ９/10(火)：鎌倉クラブ例会訪問（別掲） 

④ YMCA関係：会員スポーツ大会 ほか 

  当面の日程等 

① ９/23(月)：横浜YMCA会員スポーツ大会 

② ９/28(土)：You & Iコンサート（別掲） 

③ 10/５(土)：第1例会：卓話・青木勝彦さん 

④ 10/15(火)：第2例会 

⑤ 11/２(土)：湘单とつか‘Y祭バザー’・値付け 

⑥ 11/３(日)：  〃  ‘Y’sバザー（例会振替え）  

⑦ 11/16(土)：横浜YMCAチャリティ―ラン・MM21 

⑧ 11/19(火)：第2例会 

⑨ 11/25(月)：ユニリーフ授賞式・帝国ホテル                                                                                                       

⑩ 12/３(火)：第87回YMCA－Y’ｓ協議会 

⑪ 12/７(土)：第１例会・リーダー交流会 

⑫ 12/17(火)：納会 

 ブリテン原稿期限： ９/26（木）・メールで書記宛に。 

                        以上 



 

 

【特別寄稿】  ☆次期国際会長の死を悼む☆ 

元国際会長 藤井 寛敏（東京江東クラブ）       

つい先日、次期国際会長のデンマークの            

Poul-Henrik Jacobsen さんがアルメニア

旅行中に急死されたとの連絡を受けました。      

7 月の仙台でのアジア太平洋地域大会で国際

会長トロイカの就任式を私が司式を執り行ったばかりでした。     

ショックと悲しみの中にあります。私がアジア会長の時、彼

が国際議員の時以来の付き合いで、数々の思い出があります。

たしか2007年8月、オーストラリアのアデレイドで開かれた国

際議会でのことだったと思います。当時、アジアは韓国を含め、

最も大きな地域で、国際議員の数も21名中7名と最も多い議

員を出しておりました。ヨーロッパを中心とした白人の皆さん

にはアジアはインドと近いという先入観があり、インドとアジア

を合わせると半数以上になってしまうという恐れから、地域に

よる国際議員の数を制限する動きがあり、Poulさんからその議案が提

出されました。私はアジアには覇権主義的な野心は全くありませ

んでしたので民主主義の原則を主張して大反対をしました。休憩

時間にアジア、インドの議員と打ち合わせをして何とか阻止し

ようとしました。議決になった時、韓国の議員の一人が何を間

違ったか賛成に手を挙げてしまい、慌てて違う違うとジェスチ

ャーで知らせましたが座席が遠くて彼は気が付きませんでした。

一人アフリカの議員が欠席していましたので10対10になって

議長の裁決に任されました。当時の議長はPoulさんと同じデ

ンマークから出ていたLasseさんという国際会長でしたので、

もぅ駄目かと思って覚悟しました。彼は半数の人が現状でいくと

認めたのだから現状でいくという議長として

の原則を貫きました。立派でした。そして人数

の削減は免れました。その後、彼とは国際大会

などで交流を続け、彼の家にも訪問しました。

2010年、私が国際会長の時に～動機は多尐違

いますが～地域の議員数の制限をする（議

員の総数は21名から15名へ、地域は最大

3名に。）議案を主導するとは夢にも思っておりませんでした。 

彼が次期国際会長に当選した時にお祝いのメールで当時の

事を「覚えているかい…。」と入れましたが、「もちろん…。」

と返事があり、仙台での再会を喜び合ったばかりでした。 

May his soul be in peace in Heaven 

（藤井寛敏様、お忙しい中、原稿をありがとうございました。） 

     ☆松田奈緒美リサイタルへ☆   加藤 利榮 

9月6日(金)の夕べ、小原さんから頂いたチケット、何度目 

かのソプラノ･リサイタル、元沖縄那覇クラブの松田由紀子さん 

のお嬢さん、彼女の歌声を20世紀最高のソプラノ歌手ドイツ 

のエリザベート･シュワルツコップ女史が‘稀に見る頭声の持ち主’と 

             折り紙を付けたその声を、             

浜離宮朝日ホールまで、娘と

一緒に聴きに行ってきました。 

           会場には多くの世田谷クラ

ブの皆さんもお見えでした。 

               彼女を中に…のこのショット、

貴重な一枚となりそぅです。 

☆鎌倉クラブの例会に☆    浦出 昭吉                         

 9 月 10 日(火)・18：30～鎌倉YMCA で開かれた 9 月の

例会に、加藤さんと出席しました。加藤さんや若木さんは、

よく出ておられるようですが、私には久しぶりです。 

 当夜のメインは、厚木クラブの小松仲史さんから、「最近

のセキュリティの状況」のテーマで、ご自分のお仕事を中心

に、配られたいくつもの資料を見ながらの卓話でした。 

  会は田中義宣さんの‘祈り’の後、千葉会長からの差入れ

もあって、和気あいあいの楽しいお食事、話題が尽きません。 

 卓話では、特に「犯罪者から人や財産を守るには…」の資

料が、日頃の生活の上での心構えに大変参考になりました。 

中でも‘様々な防犯機器’の項、①わが家に近寄らせない。

②敷地内に入らせない。③敷地内をうろつかせない。④窓・

ドアなどの開口部を突破させない。…等々が印象に残りました。 

平成14年に今のお仕事を本格的に始められた小松さん、ご

自身の宣伝でも…と思われましたが、全くその気配すらあり

ません、もう尐し聞きたいお話しだナ…と思いました。 

 閉会後、場所を変えての交流会も楽しく過ごしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

アンジュ通信            施設長 相馬 良文 

 例年より短く感じた夏が終わり、吹く風にも秋の気配が感じ

られるようになりました。 

 ワークサポートセンター‘アンジュ’では、10月のハロウィン 

に向けてYMCAの各拠点や、販売を行っている場所にパンで

作った「かぼちゃ」をプレゼントしています。芯の部分は、メ

ンバーが新聞紙を固く丸めて作ります。その上にパンの生地を

付けて焼き上げ、乾燥させてニスを塗って完成です。毎年100

個ほどの「かぼちゃ」を作り、皆様にお届けしています。今年

も 8 月下旪から準備を始め、間もなくお披露目が出来ると思

います。裏側からは、パンの良い香りがしますので、是非お試

しください（残念ながら、食べられません。）。 

 秋はバザーの季節です。アンジュでは9月から12月にかけて

約20か所からパンのご注文をいただく最も忙しい季節に入ります。

お見かけした際には、お声掛けいただけますようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

☆YMCAだより☆       担当主事 瀬戸 俊孝                    

      ～自然の驚異を感じました～ 

9／9朝、台風 15号（Faxai）が関東地方に上陸･通過

しました。湘南とつかYMCAでは、通過後ここまでの影響

が残るとは考えず通常業務と判断しました。結果として、

オープンまでに体制が整い、通常通りのクラス運営がで

きました。人的被害も無かったことが不幸中の幸いです。

千葉の南房総辺りでは、大変な被害に遭っている方もお

ります。一日も早い復旧を願うばかりです。 

目立った被害では、25年前オープンと同時に植えられた

モミの木が、強風にあおられて倒れました。長年、入口にシン

ボル的存在としてあった樹、とても残念です。 

 ここ数年、地球温暖化･環境破壊などが地球規模で叫ば

れています。台風の巨大化もこういう事が原因かも…。 

YMCA では、19年度より 国連が提唱するSDGsを少し

ずつ活動の中に取り込んでいます。 

 私たちに出来ることは小さいかも知れませんが、環境

のこと、自然のことを少し気に懸け、改善できるように働きか

けをしたいと思います。11月に行われる「い～とつか祭」

でも、環境について考える機会を持ちたいと思っております。 

 ワイズの皆さんとともに、出来ることから始めましょう。 

         

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

☆今月の歳時記から☆ 

‘秋深し あきふかし’と‘黄落 こうらく’ 

‘秋深し’、10月も中旪、秋たけなわの候をいいます。 

この頃になると、日中は暖かいが、朝方は著しく気温が

下がり、手足が冷たかったりします。もぅ間もなく冬の来

るのが身に沁みて感じられるようになります。 

秋深き隣は何をする人ぞ      芭 蕉 

秋深き石やひとごゑあたたかし   楸 村 

  わが触れて來し山の樹や秋深し   汀 女 

  お会式も終わればここら秋深し   青 邨 

次に‘黄落’、銀杏、檪(くぬぎ)などの木の葉が落ちること、

あるいは地に落ちているさまをいう。ハラハラと舞い散る木

の葉に、人は秋の深まりを感じる。七十二候、霜降の第二候に

草木黄落があり、ほぼ10月28日から11月1日までに当たる。 

  黄落や或る悲しみの受話器置く   静 塔 

 日輪の舞いたわむるゝ黄落期    麦 单 

 黄落の日に日に今日の坂立てり   素 秋 

 半生のわがこと終へし黄落期    苑 子 

（午） 

☆１０月･１１月のこよみ☆ 

➢10/5（土）第1例会・湘单とつかYMCAホール・18：15 

➢10/5（土）第２回湘单･沖縄部評議会・中央YMCA･15：00 

➢10/15(火) 第 2例会・湘单とつかYMCA 205号室・18：30 

➢11/2 (土) 湘单とつか YMCAい～とつか祭・バザー値付け 

➢11/3 (日)        〃    ワイズバザー 

➢11/16(土) 横浜YMCAチャリティーラン・MM21地区 

➢11/19(火) 第2例会・湘单とつかYMCA205号室・18：30 

➢11/25(月) ユニリーフ授賞式・帝国ホテル・10：30 

 

～１０月会合のご案内～ 

① 第１例会 

 １０月５日（土）１８：１５・１階ホール 

      卓話「映画に魅せられて～私の追憶の名画～」 

（プロジェクター併用） 

    卓話者： 映画評論家 青木 勝彦 氏 

② 第２例会 

        １０月１５日（火）１８：３０・２０５号室  

     いくつかご相談したいことが有ります。 

    是非、ご参集ください。    

～ＨＡＰＰＹ ＢＩＲＴＨＤＡＹ～ 

         有田 美幸さん １０月１１日 

        若木 祥子さん １０月 ９日 

         

   【掲示板】                                                                     

◎ １０月第１例会について 

 ５日に開かれる第１例会、久し振りに卓話を頂きます。  

 例会の開始を１５分早めます。よろしくお願いします。 

◎ チャリティ―ランについて 

    今年で２２回目となります。 

  とつかクラブは、例年のようにコースガードが担当です。 

   一人でも多くの方のご参加をお願いします。 

  ◎ ユニリーフ様 おめでとうございます 

   子供絵本の点字図書館創設を目指すユニリーフが

この程、社会貢献支援財団からの受賞が決まり、帝国

ホテルでその授与式が行われます。 

 ご受賞、おめでとうございます。 

 なお、この財団は社会貢献活動の普及と支援を目的に

1971 年に設立された公益財団法人で、安倍昭恵さんが

会長を務めています。 

 クラブから、加藤ワイズの出席が予定されています。 

◎ワイズバザーへの献品方について 

    今年もまたその季節が近くなりました。  

 年々、献品が目減りしています。 

  ご存知のように、経費0での項目では、例年トップ 

 の座にあります。献品の方を宜しくお願いします。 

〈後記〉 

    不順と言われながらも 季節は確実に移っています。 

  秋の爽やかで賑やかな行事が櫛比しております。                 

     健康に留意し 参加できる行事には是非出席したいものです。 

                         （T/K）              

 


