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会長が不安だと 

 

 

 

 

                         

   

 

 

 

 

 

 

 

    

     

 

メネット事業 吉原 和子      担当主事 長田 光玄 

 

 

 

      

会長ひと言            浦出 昭吉 

～夢よもう一度～ 

ワイズ年度も改まり この度 何度目かの会長をお引き受け

しました。‘とつか’も設立２３年目となり、クラブとしても

中堅です。しかも 今期は 若木さんが湘南･沖縄部の部長としてお働

きいただくことになり、そのバックアップの１年ともなります。部長

の足を引っ張ることのないよう気を付けたいと思っております。     

さて、‘会長主題’’は 上記のように、「初心に帰ろう、グッドス

タンディング目指して」としました。当初、確か２５名ほどの会員数

で発足したと思いますが、ご多分に漏れず目減りして 今では 何とか

グッドスタンディング･クラブのお仲間に…を目標とするほどの‘こ

じんまり’したクラブとなってしまいました。今期、私なりに

努力するつもりですが、どうか皆さんも日ごろから心掛けて

いただき、何とか今期中に‘１５’の壁を突破したいと考え

ています。何年か前には 例会の都度 入会式を行った時期が

ありました、確か樫村理事の頃だったと思います。‘夢よもう

一度’と願っております。‘ゆめ’と申せば、出来ることなら

‘近辺にもう一つのクラブを…’と頭の隅っこで思うことが

あります。これ又 皆さんからの‘耳寄りな情報’などを是非

お寄せいただきたいと思います。それから 吉原さん、２年間

のお働き、誠にありがとうございました。これからも 何かと

お世話になりますが、よろしくお導きのほど お願いします。 

 

 

 

 

 

 

















     
  

 

 

                 

 

 

  ◎今月の聖句◎ 

あなたの重荷を主にゆだねよ 

主はあなたを支えてくださる。 

主は従う者を支え 

とこしえに動揺しないように計らってくださる。         

-詩編５５章２３節- 

徳川家康は「人の一生は重荷を負うて遠き道を行くが如し」

と言いました。世の中には何の問題もなく生きている人はいま 

せん。誰もが色々な難しい問題を抱えて人生を生きています。 

主は「あなたの重荷をわたしに任せよ」「わたしはあなたを支

えている」と言われております。 

 キックオフ月に当たり、もう一度 周りを見、また わが身を

ふり返るのも あながち無駄ではありませんね。 

     キックオフ  

強調月間 YMCAサービス 

             ASF・RBM 

     

今月はワイズ年度の初め、キックオフの月です。そして   

YMCAサービス、あなたも維持会員ですね。ASF、Alexander 

Scholarship Fund今期･＠500円～、RBM、Roll Back Malaria 

Partnership（マラリア撲滅支援）に今期･＠800 円～と、

区又は国際から それぞれに求められております。 
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  ２０１６年７月会報 第２６１号 
         国際会長（ＩＰ） Joan Wilson  (カナダ)                                                          

２０１6   主  題 “Our Future Begins Today” 「私たちの未来は、今日から始まる」         

スローガン 「手を取り合えば、もっと多くのことができる」 

        アジア地域会長（ＡＰ）  Tung Ming Hsiao (台湾)  

     主   題  “Respect Y’s Movement”  「ワイズ運動を尊重しよう」                                    

～    スローガン 「よりよい世界のために、ワイズメン・ファミリーの絆を強めよう」 

   東日本区理事 （ＲＤ）   利根川 恵子 （川 越）   

       主  題 「明日に向かって、今日働こう」 “For the Future, Act Today!” 

２０１７    スローガン 「手を取り合って、今、行動！」 “Together, Let’s Roll Now!”         

湘南･沖縄部部長  若木 一美 （横浜とつか） 

「あなたが退会しない理由は？」  ～明るく・楽しく・元気よく～          

   クラブ会長 浦出 昭吉 「初心に帰ろう、グッドスタンディング目指して」                          

主 題        副会長 吉原 訓  書記 加藤 利榮  会計 小俣 妙子                  

メネット事業 吉原 和子  担当主事 長田 光玄 

       
       

 
  

 
  

 
  

 
  

 



「いのち」未来への継承』 

～私たちの地球のために～ 

“From Our Hands, 

We Pass Nature’s 

Torch” 

 

 

６月在籍者数 ６月出席者数 出席率  
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ロ バ 

（円） メ ン 13 メ ン 11 85％ 

メネット 9 メネット 3  前 月 迄 0 0 0 0 0 

  ゲ ス ト ら －  当 月 0 0 0 0 0 

計 22 合 計 14  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19回東日本区大会（長野）に参加して☆          吉原 訓 

日 時：20１6年６月４日(土)－5日（日）           広がります。頃合いあって これまた縁の深い湯田さんに 

場 所：長野市若里市民文化ホール・ホテルメルパルクNAGANO  も加わっていただいて1枚パチリ（写真下）、久しぶりに 

参加者：(メン) 加藤･佐藤･鈴木･吉原･若木･渡辺        お会いする仲間とはクラブ活動からお互いの健康まで、話 

     (メネット) 加藤･杉本･吉原          計)9名    のタネに事欠きません。見渡せば 同じような情景があちこ 

健康上の用心や急な用件で3名の不参加は残念でしたが、他   ちと広がっています。気が付けば 早や‘お開き’のとき、 

の会員は全員参加、第1例会を大会に振り替えての珍道中でした。  再会を約し、冷めやらぬ余韻を残して会場を後にしました。 

「ワイズにひかれ善光寺」大会は、18 年前の長野オリンピック時   明けて 2 日目、聖日礼拝･東日本区アワー(２)･表彰式    

にプレスセンターとなった若里市民文化ホールをメイン会場に 全国  などがあって、渡辺理事の閉会点鐘をもってプログラムの 

から４１２名が集まり 賑々しく開かれました。         すべてを終えました。表彰では達成賞を何枚も頂きました。 

清純な歌声に始まったオープニングセレモニー、湯田勝彦さん、   さぁ エクスカーション、ごあいさつもそこそこにAコース 

女性メンバーと組んでの総合司会ぶりはさすが堂に入ったもの、  ‘神話とそばの里=癒しの参道/戸隠参拝の旅’へと車上の 

私にとり2回目となったバナーセレモニー、やはり緊張しました。 人となりました。スタートが20分遅れたとかで、名物ソバ 

時間をたっぷりとっての部長報告、参加者からの歓声で会場が湧き、 の‘味わい’もそこそこに、一路、ヤマを目指しました。 

 お陰で東日本区アワー(1)は 大きな拍手のうちに終了しました。   中社で車を降り、後は徒歩で奥社へ…。戸隠神社は二千年 

  小憩を挟んで始まった“長野プレゼンツ･アワー”、善光寺の 10人  の歴史を持ち、平安末期には修験道の道場として都にまで 

の僧侶による‘天台声明’（写真左）、   知られた霊場とか…、奥社まで誠に遠い、まるで登山でした。 

そして郷土史家による‘善光寺詣り･    実行委員長の最後のごあいさつは気取りの無い、達成感に 

絵解き口演’では その語り口の素晴  あふれた あたたかいお言葉でした。お世話になりました。 

らしさが、歴史の重みと人の世の有 

り様を充分に伝えてくれました。 

さらに 吹奏楽の演奏で会場を巻き込 

んでの‘夢メドレー 草川信 特集’と 

息つく間もなく楽しみが続き、宗教を 

超えワイズの環が会場一杯に広がったひと時でした。 

19時から始まったホテルメルパルクNAGANOに移動しての晩餐会、 

テーブルには 日ごろメールの遣り取りで過ごしているDBCの名古屋 

グランパスクラブの荒川恭次さんもお仲間に…、たちまち交流の輪が 

                                                     

☆さすが‘教育県’☆   吉原 和子         ☆部長としての働きの中で☆  若木 一美                                                                        

  長野に到着し、駅前の送迎バスに1台乗り

遅れて会場に到着、メネットアワーは すでに 

始まっておりました。 

 テーマは、“生みだされた「幸村」のイメージ”

～市井の人々の‘ねがい’がイメージをつくる？～ 

長野県文化振興事業団 学芸員 伊藤羊子さん

の講演でした。 

 長野が生んだ真田信繁（真田幸村）、戦国時代 徳川家康の本陣

まで攻め込んだ勇敢な武将、その英雄的な働きが 後世 真田十                      

勇士など軍記物が創作され 庶民に広く知られる…、実際は少し

違っていたような…？ 歴史に弱い私には、少しばかり難しい

お話でした。 

   大会へ移動し、休憩を挟んで 天台声明、善光寺絵解き、…

さすが「教育県」のイメージでした。以前、知り合いに長野県

出身の方がいらして、パチンコやゲームセンターなどは長野には

無いと聞いたことがありましたが、本当でした。 

 晩餐会の会場と宿泊のホテルが離れていて移動が忙しい、駅

に近いホテルを選ぶべきだったと反省、まったく知らない土地

での珍道中もあって 2日間が慌ただしく終わりました。                   

第19回東日本区大会が長野県で開催され とつかクラブ

からは会長以下9名が参加しました。戸塚駅からの御一行様

と別行動していた私は、開会式で皆さまとお会いしました。

毎年、他に関係する団体と区大会が重なっていた関係で、今

回の大会は久しぶりの参加でしたが、内容･進行とも従来と

とくに変わったところはありませんでした。 

  2日目の表彰式は盛り上がります。折角ですから1位にな

ったクラブや部の代表者から、それぞれ 2，3分程度、報告

してもらうことも参考になり、また 大事かなと感じました。                                

さて、今回は今城部長から部長職を引き継ぐため、舞台から 

空席の目立つ客席を見ていましたが、これも必要部分だけを

短時間で終えられないかなと思った次第です。 

1 年間の部長活動が始まります。「あなたが退会しない理

由は？～明るく･楽しく･元気よく～」、退会しない理由を確認

することにより、ワイズの魅力を、そしてその活動内容をより

鮮明にし、この運動を知らない多くの市民に発信しながら、

共に活動する仲間を増やしたいなと考えております。  

この一年、皆さまからのご指導･ご協力･ご支援を賜ります

よう よろしくお願い申し上げます。 



 

 

☆第３回部評議会･研修会から☆   浦出 昭吉  

  今期最終の第3回標記会議が6月18日(土)15時から関内中央

YMCAで開催され、若木次期部長と加藤次期部書記と共に出席し、

引き続いて行われた伊藤区 LT委員長による出前講座にも出ました。   

今回は、現職から次期への引き継ぎ的要素の絡んだ会議で、

若木さんから提出のあった二つの議案も、次期部役員の選出

や次年度部の事業計画であり、いずれも承認されました。 

報告事項に移り、会計報告では 6 月 17 日現在のものであ

ることから、当然のことながら 年度末決算とはやや趣の異な

る収支報告であり、担当者としては これはやむを得ぬものと

言わざるを得ないようで、次の評議会での承認事項となろう。

また次に続いた部長報告や事業主査報告、クラブ報告を含めて 

まだ半月近くある年度末に向けての活動も有り得ることから、

そうした観点からの報告と受け止めた方が より自然か…と

感じた次第です。会員増強事業主査としての私自身の報告書の

提出が期日までに間に合わなかった言い訳かもしれませんが…。 

LT委員長による出前講座では、PC画面を活用しての伊藤

幾夫委員長のお話し、さすが元数学の教師でいらしたことも

あって、そのお話ぶりといい、説得力といい、受ける側では

自然と身を乗り出してしまう感じでした。「部の強化･活性化

をワイズ飛躍の好機としよう！」が主テーマ、高齢化の一途に

あるワイズでも お話を聞くうちに“何とかなるか”との気持

ちが芽生えて…、加藤監事の講評にもそのような思いが…。 

 

☆第７３回 Ｙ－Ｙ＇s協議会から☆  加藤 利榮  

 標記の会合が 6月7日(火)19時から関内中央YMCA501号

室に田口総主事を始め担当主事ら7名、ワイズから今城部長

ら17名が出席し、鎌倉クラブの担当で開かれました。 

 総主事から、①5月28日の会員総会が無事終わったこと。

②熊本大震災へのスタッフの派遣と総主事自身も先だって

訪問したこと。③韓国･光州YMCAの短期研修団が今年も6

月27日から7月1日まで来浜すること。④BAPY基金への

一層の協力をお願いしたいこと等の報告と依頼がなされた。 

 協議では、金子横浜クラブ会長から「募金等の送金･入金

の方法について」提案があり、献金要請がワイズの区からも

あるなど 2，3意見が交わされたが、最終的には同盟を通じ

1本化した上で送金手続きを取っている旨の説明があった。 

 報告では、YMCAから、①会員総会(奥薗)、②熊本地震支

援活動･募金(井上･山中･長田)、③BAPY 募金キャンペーン

(三上)、④AIDS 文化フォーラム(三上)、⑤光州 YMCA 研修

団受け入れについて(佐藤)、⑥今年度のチャリティラン(長田)

などの報告が、予め配布された資料に基づきなされた。 

次いで、ワイズから、第19回東日本区大会報告や部役員会

報告が部長から、また事業報告が各クラブから行われた。 

   次回は、9月 6日(火)・19時から 20時30分まで・横浜

とつかクラブ担当を確認し、定刻20時30分 閉会しました。 

とつかとしては、前回“青少年のためにYMCAをもっと

知ろう”ということで、「公益財団後のYMCA」について

学んだので、その第2弾を…と考えています。 

 ☆“飯館村の…”映画を鑑賞して☆  小俣 妙子 

 今年の3月末から体調を崩

し、家で寝たり起きたりを繰り

返す日々でしたが、6月9日

は気分が比較的良かったこと

もあって、この映画を観に出

掛けてきました。 

 79歳になる菅野栄子さん

の明るく・前向きな生き方、

またその友人の78歳の菅野

芳子さんとの「ばば漫才」と

冗談を飛ばし、お互いを元気

づける絶妙な間の取り方には、とても共鳴するものがあり、

自分の食べるものは自分で作るという信条、食卓に上る手料

理がお野菜中心であって、なおかつ 量の多いことは 見習う

べきことかな… と感じた次第です。 

 思えば 5年前のあの福島原発事故のあった日は、私は 

やはり体調が悪く、寝ていました。でも我が家には愛犬もい

ることだし、息子も 夜中でしたが 東京から帰ってきました。

そして今、また独りに戻りました。‘人様にはなるべく迷惑を

掛けないように、そのためには どのように生きるべきか。’

について、ひと時 考えさせられた古居みずえ監督の手になる

優れたドキュメンタリー映画でした。 

 

☆６月期第２例会報告☆   加藤 利榮 

日 時：6月21日(火) 18：30～20：00 

場 所：湘南とつかYMCA 205号室 

出席者： 吉原･浦出･長田･加藤･小俣･佐藤･鈴木･土方･

若木･杉本メネ・加藤メネ      計) 11名 

Ⅰ 報 告 

① ６/４－５ 第19回東日本区大会(長野) … 別掲 

② ６/ ７   第73回Y－Y‘s協議会 … 別掲 

③ ６/１０  踊場地区センター街頭募金 

④ ６/１８  第３回湘南･沖縄部評議会、研修会…別掲 

⑤ YMCA関係 

△5/30~6/5 熊本で支援活動に従事した。）…別掲 

   △第2回踊場地区センター街頭募金：７/29・17時～ 

Ⅱ 協議･確認 

① 7/2(土)：第1例会(部長公式訪問・総会・UniLeaf支援) 

② 若木部長のクラブ公式訪問関係 … 別掲 

③ 7/8(金)：部執行役員協議会･県民センター10F･18：30 

④ ８/23(火)：とつか･鎌倉合同納涼例会・加藤ワイズ宅  

⑤ ９/３(土)：第1例会・手芸教室 … 別掲 

⑥ YMCA関係：湘南とつかYMCAに区メネット会から 

        子ども用絵本を5冊頂いた。（授与式実施） 

Ⅲ その他 

◎ Happy Birthday：該当者の鈴木ワイズと大高メネットに    

記念品を贈呈した。 

  △ 会終了後、‘吉原会長ご苦労さん会’を開催した。   



 

 

 

☆YMCAだより☆       担当主事 長田 光玄 

～私たちでできる支援を続けよう～ 

5月30日（月）～6月5日（日）の1週間、熊本県益城町

総合運動公園へ熊本地震応援活動に行ってきました。益城町

総合運動公園は熊本 YMCA が指定管理者として管理運営をし

ています。熊本YMCAと被災され避難されている方をサポート

するために日本YMCA同盟･大阪･神戸･広島･横浜のYMCAか

ら集まっていました。他にもさまざまな県の職員の方、ソーシ

ャルワーカー、保健師、看護師などの方々が集い、それぞれの

役割を担って活動していました。震災から 2 か月が過ぎよう

としていましたが、まだ 1,000 名以上の方が避難生活をされ

ていました。避難されている方々皆さん とても明るく私たち

に接してくれます。しかし、多くの方は自宅が損壊し、戻れ

る状態ではないとおっしゃっていました。仮設住宅の入居も

始まりましたが、復興には多くの方々の協力と支援が必要だ

と現地を訪れ改めて感じました。大雨が続き、被災地の心配

は続きますが、私たちでできる支援を続けていきたいと思い

ます。7月29日（金）横浜市営地下鉄踊場駅にて街頭募金を

実施します。また、横浜YMCAでも熊本地震緊急支援募金を

受け付けております。ご理解･ご協力をお願いいたします。 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

☆今月の歳時記から☆ 

‘送り梅雨 おくりづゆ’と‘向日葵 ひまわり’ 

‘送り梅雨’、梅雨上がりの雨で、豪雨に雷雨を伴うこと

が多い。集中豪雨にもなり、かなりの被害を出すこともある。

長いツユで地盤が軟らかくなり、そこへ豪雨が来ると山崩

れや山なだれを引き起こす。他面、じめじめした梅雨と違

い、どこかさっぱりしたところの雨でもある。また、ぶり

かえすツユを‘返り梅雨’というようです。 

  塩浜の夕べ明りや送り梅雨       圭 岳 

     七月の面暗しや返り梅雨        友 二 

‘向日葵’、盛夏、大輪の頭状花を横向きに開く。周辺は

太陽の炎のような鮮明な黄色の舌状花をつける。北アフリカ

の原産で菊科に属する。大きなものは２メートルにも達し、

花径30センチにも及ぶ大形の花を咲かせ、いかにも盛夏

のたくましい花といった感じがする。一茎一花の巨大輪を

ロシアひまわりという。種からは油を採る。                 

向日葵がすきで狂ひて死にし画家   虚 子 

海の音ひまはり黒き瞳をひらく    夕 爾             

向日葵や外人墓地の鉄格子      澄 江 

☆７・８月の行事予定 ☆ 

➢7/ 2(土) 第1例会・18：30～・部長公式訪問・総会 

➢7/ 8(金) 部執行委員会・18:30～・県民センター 

➢7/12(火) 部長公式訪問(鎌倉)・18:30～・鎌倉YMCA 

➢7/14(木)    同  (横浜)・18:30～・横浜YMCA 

➢７/19(火) 第２例会：18：30～・湘南とつかYMCA201 

➢７/22(金) 部長公式訪問(つづき)･18:30～・かけはし都筑 

➢７/27(木)    同  (厚木)･18:30～・厚木YMCA 

➢７/30(土) 第１回部評議会：中央Y・501号室 

➢８/4(木)～7(日) 国際大会(台湾・台北) 

➢８/5(金)～7(日) 第23回横浜YMCAエイズフォーラム 

➢ ８/23(火) とつか・鎌倉合同納涼例会･18：30･加藤ワイズ宅 

        

  ～７月の例会のご案内～ 

第1例会：７月２日(土) 総会例会になります。 

   現・次期会長引継式を部長立会いの下 行います。 

   卓話： ＵｎｉＬｅａｆ 大下利栄子代表 

         「事業活動報告」 

第2例会：７月１９日(火) 18：30～・とつかY 

     当面の日程について協議します。 

         ～Happy Birthday～ 

       土方 喜美代さん ７月２６日 

      

 【掲示板】            会 長                                                  

◎ 7月第1例会関係                   

① 総会・若木部長公式訪問のほか、大下代表に支援金

を贈呈します、会計さん宜しく…。 

② 7 月は、部長の第 1 回各クラブ公式訪問の月に当た

っています(行事予定参照・第2回は明年1月の予定)。 

滅多にない機会ですので、ご一緒しませんか…。                            

◎ 8月第１，２例会関係 

 8月例会は、行事予定にもありますように加藤ワイズ宅 

での鎌倉クラブとの合同納涼例会となります。 

◎ 9月第１例会関係 

  9月3日の第1例会は、 

“まる工房”を主宰される 

丸岡典子先生による「‘押し 

葉絵’カルチュァ教室」を 

開催します。先生は、“世界押し花絵 

芸術祭特別賞”を受賞されており、 

今から5年ほど前の2010年12月に 

とつかYで、私たちに“押し花絵 

アート・カレンダー”作りでご指導 

いただいたことがありますので、 

当時を憶えている方もいらっしゃる 

と思います、乞う、ご期待…。         

〈後記〉 

     ワイズ年度も改まりました、気持ちを新たに一歩々々歩みを進めて…。

〈T/K〉 


