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湘南・沖縄部 

部長主題“一人ひとりが愛と平和の種をまこう！” 

湘南・沖縄部部長 今城 高之 

夏のあの暑さがウソとしか思えようのない、すがすがしい秋の到来。 と言っている間に、やがて冬が来るのでしょ

う。 今期のワイズ活動も既に（ようやく？）1/3 を終え、スタートダッシュの多忙さから少し解放された感がしますが、

年末に向けて、様々なプログラムも計画されており、手が抜けません。 

その間、我々の周辺では色々なことが起こりました。俗に、安保法案と言われる法の制定は、自衛の名のもとに、

我が国が、国際紛争に引っ張り込まれるのではないだろうかとの危惧を多くの人が感じている中、全ての意見が出

きっていないにもかかわらず、数の論理で可決されてしまいました。国会前に詰めかけた多くの人々の声があたか

も聞こえないかのように。  

杭打ちデータの改ざん問題では、所属クラブである「つづきクラブ」の所在地の名が、意図せず、全国区になって

しまいました。地震大国のわが国で、最も大切な建物の基礎に関わる安全問題が、利益追求に先んじられてしまう

ということは決して看過できません。このまま、曖昧な結果にならぬよう、監視の目を強めなくてはなりません。その間、

決して悪い話ばかりではありませんでした。 

皆がワクワク感を覚えた、二人のノーベル賞受賞者の連日の発表です。しかも、ミクロの世界から大宇宙に至る、

広い分野と言うのも素晴らしいことです。真理探求の大切さを我々に教えてくれたこの出来事に、子どもたちが触発

され、将来真理の探究を目指すことになればいいなと思いました。 

 

▽9月 26日には湘南・沖縄部会が市内中区のワークピア横浜

にて開催されました。部傘下各クラブのメンバー、区役員、ゲ

ストの方々等、併せて 67名の参加がありました。部会では、横

浜YMCA常議員で清泉女学院ボランティアセンター長岡戸良

子氏を講師に、「ボランティアの勧めと喜び」と題しての卓話が

あり、参加者に、我々の活動の源であるボランティア活動につ

いて、改めて考えを深める機会を頂くことができました。 第二

部では、ワイズメンの基本的な事業 4つに関して、部担当事業 

主査、区の担当主任（一部）をリーダー役に、分科会が行われました。部会全体の時間が切迫したこと等により、当

初の期待が必ずしも達成できなかったかもしれませんが、初めての試みとしては斬新であり、多くの参加者から評価

を頂くことができました。第２部の懇親会では、様々な話題に花が咲いた一方、ホスト役つづきクラブのパーフォー

マンスなどもあり、参加者一体となって楽しい時間を過ごすことができました。 

（付録 1：岡戸良子講師の卓話、「ボランティアの勧めと喜び」のＰＰＴ資料のプリントを同封します。） 

 

▽上記部会に先立ち、次々期部長（次年度次期部長）候補

を選出する「選考委員会」を兼ねた部役員会が開催されまし

た。次々期部長選考については、その場で候補者の選任が

叶わず、厚木クラブに可能性につき検討いただくことを了承

するにとどまりました。その他については、明年 1 月の、

YMCA-Y’ｓ合同新年会の開催、1 月末の部長沖縄公式訪

問についての実施方針を了解して役員会を終えました。 
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▽第 18回横浜 YMCAインターナショナル・チャリティーランが開催された 10月 17日は、前夜来の雨で明け、開催

が危ぶまれましたが、事務局の英断で決行が決まりました。ボランティアが集まり始めた朝 7 時過ぎごろは、時折雨

脚が激しくなる有様。 9：45 の開会式前の、チアリーダーのリハーサルは、傘を手に行われるような状況。と言った

具合で、最悪の状況で開催せざるを得ないかとあきらめ半分で開会宣言のため壇上で待機（湘南･沖縄部長が実

行委員長を務める習わし）していると、突如、雲が切れ薄日が差し始めました。それ以降、グーグルウエザーの「大

雨」表示をよそに、全レースから閉会式に至る間、一滴の雨も降らずに全行事を終えることができ 感謝感謝！でし

た。 

▽第２回東日本区役員会 （１１月７日（土）） 

（付録 2：区書記からの「第２回東日本区役員会議事録(案)」と「協議」の発言内容を同封します。） 

 前回役員会議事録承認：原案通り承認 

 前期決算報告承認：原案通り承認 

 第１８回東日本区大会余剰金の扱いについて：原案通り承認。東日本区震災支援募金に 50,000 円、同区経常

会計に 67,961円を寄付する。（なお、湘南・沖縄部からの支援金 300,000円については、内 30,000円を支援金

として支出し、残金 270,000円は部会計に戻入される） 

 次期役員候補者が承認され、若木一美ワイズ（横浜とつか）の湘南・沖縄部長就任が決定。 

 ヤングメンバーに対する区費補助制度の廃止：制度の運用に統一性がなく、当初の意図が適切に守られていな

い恐れがあるため、より有効な代替案の採用により現行制度の廃止を検討する。 

 東日本大災害支援の今後のあり方について：基金先細りのため、各クラブの支援活動への補助を打ち切り、現

行資金を対象ＹＭＣＡに移管してはどうかとの理事提案があった。更に関係者の意見を聞き、具体案をもって役

員会に諮ることとなった。 

 プルタブ収集について：従来、収集活動の主体であったＹ3 が本事業から撤退しているため、ユース事業委員

会では引き続き実施することの整合性がないと判断しており、今後の対応につき協議に供された。本件は、経済

性、立地の観点から既に個別に実施しているクラブもあることから、区事業として存続させる意義は薄いとの意見

が多い。一定期間を置いて、個別対応に移行する方向で検討することとなった。 

 休会制度の評価：休会制度が区規約に沿った適切な運営がなされていないことが仙洞田区書記より提起された。

同制度のメリット・デメリットを精査して、存続の是非を検討することとなった。 

 

▽今後の主な予定： 

 Y-Y’s協議会：１２月１日（火）＠横浜中央 YMCA 

 横浜 YMCA クリスマス祝会：１２月 17日（木） ＠湘南とつか YMCA 

 横浜 YMCA-ワイズ合同新年会：１月１６日（土）＠HotelPlumm  

 湘南・沖縄部 部長沖縄公式訪問：１月３０日（土）（部評議会/沖縄２クラブ合同例会/懇親会）

 

各クラブの活動状況 

横浜クラブ 

９月１０日（木）例会 出席１９名（含ﾋﾞｼﾞﾀｰ・ゲスト） 

卓話者：Nguyen Thi Xoai (ソアイさん) 

    中央Ｙ日本語学校ベトナムからの留学生 

    （神奈川県のベトナム月間に因んで） 

９月１３日（日） 

天野ユース事業部主査が第２８回ＹＶＬＦに参加 

９月２４日（木）第２例会 出席６名 

今後の行事予定等につき協議 

９月２６日（土）湘南・沖縄部部会 参加 ９名 

１０月５日（月） 

光州ＹＭＣＡ短期研修生受け入れ歓迎会 

田口（ワイズ）総主事、高田（ワイズ）横浜中央

ＹＭＣＡ運営委員長、金子（ワイズ）横浜ＹＭＣ

Ａ国際事業委員長が参加（ワイズメンズクラブの

行事ではないがワイズメンズクラブのプレゼンス

をアピールした） 

１０月８日（木）例会 出席２５名 

卓話者：長谷川真弓、エッセイスト「まずくてありがとう」

著者 

ＹＶＬＦ参加ユース西野龍太郎さんの報告 

入会式：大高 治氏の入会式、 今城部長立会 

１０月１７日 横浜Ｙチャリティラン 9名参加 

 受付係を担当 

１０月２２日（木）第２例会 出席６名 

今後の行事予定等につき協議：（含；中央Ｙ・ウェルカ

ムフェスタ；１１月入会者；次次期部長選任；東山荘１０

０年記念募金等々）、 

１０月２９日（木） 十勝じゃがいも寄贈活動 

横浜クラブＣＳ活動の一環 

社会福祉法人横浜訓盲院と社旗福祉法人日本水上

学園に十勝じゃがいもを各１００Ｋｇ寄贈 



沖縄那覇クラブ  

９月２６日(土)湘南・沖縄部部会 参加１名 

同日、DBC世田谷クラブとの交流懇親会。 

１０月２９日(木) 

沖縄 YMCA 知念一郎理事長と横浜 YMCA，日本

YMCA 同盟へ。（屋良政旦同行）これは各総主事

に沖縄 YMCAの再建・再構築のために横浜 YMCA

から担当主事を出向いただくというお願いに上

浜・上京したものです。当クラブとしても沖縄

YMCAの存続をサポートするために知念理事長に

同行しワイズとしてお願いしました。今回は本当

に最後のお願いということで，両総主事にはその

旨お伝えしました。このお願いが無に帰すれば沖

縄 YMCAの 2016年度は解散・整理事業になると

思っております。沖縄から YMCAの灯を消さない

ためにも湘南・沖縄部，東日本区のワイズの皆様

のお支えよろしくお願い申し上げます。 

 

鎌倉クラブ 

９月８日(火) 例会 出席６名 

卓話「中国のＹＭＣＡ／ＹＷＣＡ，教会のこと」  

田中義宜 Y’s 

９月２６日(土)  湘南・沖縄部部会 参加 ２名 

１０月３日(土) ＹＯＵ＆Ｉコンサート参加 

１０月１３日(火) 例会 出席６名 

卓話「チェコとドイツを訪れて」 田中義宜 Y’s 

１０月１７日(土) 横浜Ｙチャリティランに参加。 

賞品係を担当。 

「鎌倉車椅いすと共に歩む会」と「鎌倉児童ホーム」２

チームをスポンサー。 

１０月１９日(月) 十勝のじゃがいも・かぼちゃ入荷。 

２０日から販売開始。 

 

横浜とつかクラブ 

９月５日 夏季ボランティア感謝会 参加 21名 

湘南とつか YMCA の実施した夏季プログラム事業に

ボランティアとして関わったユースリーダー、ユースメ

ンバー及びその保護者らに対する第 2 回感謝会を

YMCA と合同で開催した。 

９月１５日(火) 第２例会 出席１１名 

９月２６日 湘南・沖縄部部会（第１例会合流）参加８名 

１０月３日 第１例会 出席１５名 

湘南とつかＹＭＣＡの事業責任者方々と 9 月 11 日～

13 日・山中湖センターにおいて開催されたユースボラ

ンティア･リーダーズフォーラム(YVLF)に湘南とつか

YMCA 所属のユースリーダ－として参加した宮澤 彩

さんを招いて報告会を開催した。 

１０月１７日 横浜Ｙチャリティラン  

 会場整備係（コースガード）を担当 

１０月２０日(火) 第２例会  

 

厚木クラブ  

９月８日(日) 

厚木ＹＭＣＡ日本語学科日本語スピーチ発表会 

ワイズメンズクラブ賞を贈呈 

９月２６日（土）湘南・沖縄部部会 参加 ７名  

９月３０日(水) 例会 出席１７名 

卓話「雀に学ぼう危機管理 (防犯、防災)」 

 小松仲史 Y’s 

１０月１６日(金) 日本語学科ウエルカムパーティ参加 

１０月１７日(土)横浜Ｙチャリティランに参加。 

賞品係を担当。 

日本語学科の学生１チームをスポンサー 

10月２８日 例会 出席２１名 

 

金沢八景クラブ 

９月１０日 定例会 出席１０名 

９月２６日 湘南・沖縄部部会 １０名参加 

１０月１５日 定例会 出席９名 

１０月１７日 横浜Ｙチャリティラン ７名参加 

 会場整備係を担当 

１０月２４日 クラブ設立１０周年祝賀会 

横浜ベイシェラトンホテルで開催。参加者６４名 

 

横浜つづきクラブ 

９月８日(火) 事務例会 出席１２名 

９月２５日(金) 本例会 出席１8名 

卓話「アジアのエクステンションとモンゴルの新クラブ」 

宮内友弥 Y’s(東京武蔵野多摩クラブ) 

９月２６日(土) 湘南・沖縄部部会 参加１４名 

１０月３日(土) 第５回 YOU & I コンサート 

１０月１３日(火) 事務例会 出席１２名 

１０月１７日(土) 横浜Ｙチャリティラン 参加１５名 

１０月２３日(金) 移動本例会 出席１６名 

 「クラブ・シンキング及びぶどう狩り」 

 グループホーム調理ボランティア 毎週１回各２名 

 傾聴ボランティア 毎週１回各１名 

 グループホーム送迎ボランティア 毎週２回各１名 

 

沖縄クラブ 

９月２６日(土) 湘南・沖縄部部会 参加１名 

例会の開催は、9月 30日、10月 25日に開催された。 

この他には 9月 5日に、「海釣り大会」の企画をしなが

らも、残念ながら台風の余波で前々日に大会が中止

され、次回は陸釣りしようとの意見が出されました。 

9 月には、社会福祉法人国際福祉法人美さと児童園

様から広報誌を頂戴して児童の皆様の元気な様子を

伺うことができました。 

今年は、児童園から卒業してゆく生徒へのお手伝

いが出来るように、毎回の例会で、熱い議論がなされ

ています。

 


