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Y’s理解�、ファミリーファストFF 強調月間

「私たちの未来は今日から始まる」「手を取り合えば、もっと多くのことが出来る」�������ジョーン・�ウィルソン国際会長’カナダ）
「Y’s運動を尊重しよう」よりよい世界のため、ワイズメン・ファミリーの絆を強めよう。」����ト�ン・ミン・シャオアジア会長（台湾）

「明日に向かって今日動こう」「手を取り合えばもっと多くのことが出来る」������������������利根川恵子�東日本区理事（川越）�
「あなたが退会しない理由は？」 「 ～明るく・楽しく・元気よく�」��       若木一美�湘南・沖縄部長（横浜とつか）
「みんなで楽しく奉仕」����������������������������������������������������鎌倉クラブ  池田光司

今月の聖句���������
                                      ヨハネ黙示録22章21節
主イエスの恵みが､すべての者と､ともにあるように。

エイズ撲滅に
も引き続き力
を注ぎます。

������������鎌倉ワイズメンズクラブ会費
��年度7月から6月まで、�会費月額3
千円、一括、分納も可。ほのぼの募金
（社会奉仕基金）月額5百円並びに、
年度のチャリティーラン支援募金1万
円を目標として納付いただければ幸
いです。
宛先は、会計軽部ワイズ、または 
振込先；みずほ銀行 鎌倉支店 
����普通預金1495980
����カマクラワイズメンズクラブ

        鎌倉ワイズメンズクラブ2016~17役務；��チャーター1992年1月

池田光司・会長・Bulletin  EMAIL; km200897@u01.gate01.com�TEL/FAX 0467-23-2848�携帯080-5698-2848
田中義宣・書記・DBC�ytanaka1932@ybb.ne.jp  携帯090-1077-5857
長野邦子・YMCAサービスkuniko1115@yd5.so-net.ne.jp
野澤ひらく・副会長 hiraku_nozawa@yokohama-ymca.or.jp �
相原治代・ユース�携帯090-4204-7038
千葉裕子副会長、CS�kunst-yu-chiba@m3.gyao.ne.jp
軽部恵子・会計yymcn251@ybb.ne.jp�
芝崎孝夫CS・TEL/FAX 045-715-4427

三上淳・連絡主事�mikami_jun@yokohamaymca.org TEL 0467(24)7859 4 1

�    2016年10月11日火��鎌倉Y'sメンズクラブ �
���   例会プログラム������午後6時30分~
��������������鎌倉YMCAにて��司会�長野Y’s
開会点鐘���������会長�
Y'sソング・ワイズの信条

讃美歌 420「世界のおさなる」
今月の聖句�ヨハネ黙示録22章21
　　　　　　　　　　　　　　第1ページ右上参照

祈り 

ゲストビジター紹介
卓話「北海道と沖縄の歴史と今ーこれだ
けは知っておきたい」
田中義宣　鎌倉ワイズメンズクラブ書記　北海道生まれ
報告・連絡事項　鎌倉クラブ創立２５周年記念計
画について　池田光司会長より
協議　創立２５周年記念計画の内容の決定と分担
など決めたい

　YMCAから����三上館長
・今月のハッピバースデー
・ほのぼの募金タイム�
・ひと言�各自

閉会点鐘 ���� ����会長

鎌倉クラブブレティン、ご覧ください。

http://ys-east.jimdo.com/bulletin/kamakura/

16年10月11日例会�出席6名�出席率67%��三上館長ダウン、��
�定例第2火曜日卓話「台北　国際大会」千葉裕子Y’s､　楽しかった台北、
次の大会にはみんなで。
湘南・沖縄部会報告　「三浦ふれあいの村」田中義宣Y’s　10月1日土、初

めての三浦ふれあいの村をつぶさに見学しその威容に圧倒され、三万坪の敷地

内を探検しました。若木部長の工夫のおかげで楽しい湘南・沖縄部部会隣りま

した。岸正晴氏（神奈川レクリエーション協会による「野外活動とレクリエーション」

でスイカ泥棒、キャンプなど子どもの成長の見守りなどの面白い話でした。最後
に楽しい歌の夕べとなるパーティーをみんなで仲良く楽しみました。 みん

なで一度泊まりがけで例会を開きたいと話が弾みました。

突如、切り込んだ野澤Y’sの冒険譚に、なンと、機関車トーマスが出てき

て、池田会Y’sのイメージと合っちゃったとあり､みんなびっくり。大井川

鉄道にも行かなければ。そうそう､富士山YMCA、足利にもいくことに

なってたっけ。

10/15土�第19回�横浜�み
なとみらいにて､絶好の好
天、約千人が集まり、走りに
ダンスに歌、車いすの皆さん
とともに楽しい一日を過ごし
ました。鎌倉児童ホームの精
鋭二チームが二クラスを制
覇、みんなびっくり､手応え
ばっちり、ニコニコの一日でし
た。終わってアイスクリームと
テーマパーク「オービー横浜」
も美味しく、、楽しかったね。

　3/15/2017　鎌倉クラブはチャーター25年を迎えます。
　　　　　　3/25/17 創立25周年記念式典
　　　　　　　　　　　鎌倉社会福祉会館にて

破裂11/3木祝�鎌倉YMCA
ふれあいバザーが開かれ､好
天に恵まれすばらしい一日と
なりました。久しぶりに見る懐
かしい顔、温かい思いのこ
もった品々、心も満たされる
ような食べ物があふれるよう
なバザーでした。鎌倉ワイズ
も恒例の白玉入りぜんざい
34杯（新記録）をサービス、
十勝豆の営利分と合わせて
8150円の寄贈が出来まし
た。全体の総売上は15万円
をこえました。
右は酒井ドクターご持参のポ
ン菓子破裂の瞬間。
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THE INTERNATIONAL ASSOCIATION 

OF  Y'S MEN'S CLUB 

CHARTERED IN Kamakura in 1992
"Acknowledge The Duty  

That Accompanies  Every Rights" � 

　鎌倉Y’sメンズクラブ創立25周年
にむけて。記念行事の計画を鋭意
検討しています｡大変な事業です。
記念誌、記念品もまた楽しい悩み
です。
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�9月�ユース強調月間��������������
9/9火�鎌倉クラブ例会

9/24土�鎌倉YMCA創立65周年�鎌倉恩寵教会�14時から
9/30金�BAPY 基金締め切り

10月EMC/E、YES強調月間
10/1土��湘南・沖縄部部会�「三浦ふれあいの村」にて13時から 

10/8土「You & Iコンサート」都築公会堂�14時開演
10/11火�鎌倉クラブ例会

10/15土�チャリティーラン横浜�みなとみらい8時̃
11月Y’s理解�、ファミリーファストFF

11/3鎌倉バザー
11/8火�鎌倉クラブ

11/22火�午後7時�第2例会
12月EMC/MC強調月間�メンバーシップ、コンサベーション

12/3土午後5時~�鎌倉YMCA・Y’s合同クリスマス祝会
12/8火�鎌倉クラブ例会

12/10土�鎌倉市民クリスマス�聖ミカエル教会�鎌Y’sぜんざい
12/13火�第2例会

12月末�記念誌原稿締め切り
2017年1月�IBC/DBC強調月間

1/10火�鎌倉クラブ新年会
1/24火�第2例会

1月末 招待案内発送�記念誌編､プログラム集編集
2月�TOF強調月間�TIME OF FAST

2/4,5土日�東西交流会�「語ろう！�未来につなぐワイズスピリット」東
山荘�御殿場

2/18,19土日�湘南・沖縄部長沖縄公式訪問
2/28火�第2例会�プログラム、記念誌製本開始

3月BF・メネット強調月間

3/4,5土日�次期クラブ会長、次期部役員研修会�
3/14火�例会�製本完成

3/24金�準備確認�17時集合
3/25土/2017　鎌倉クラブはチャーター25年。
創立25周年記念式典　鎌倉社会福祉会館にて

4/11火　クラブ例会
2017年6月上旬、第二十回東日本区大会　川越

�十勝直送、小豆、大豆、うずら豆、金時豆、そして黒豆。

安価、美味、便利、健康的、備えて安心。世界一の豆はい
かが？� �健康に、家計に、災害に備え。1000円/㎏�小豆750
円、 大豆は500円/kg。今年の収穫は、危険信号が。
入荷分が続くだけご用命下さい。

�����富士山YMCA 
����静岡県富士宮市�朝霧高原
�グローバルエコヴィレッジ、フル回転。二月に
研修で行きました。すばらしいところです。
  募金も、活用もよろしくお願いします。湘南
沖縄部も支援しています。
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スティー
ブン・リー
パー前
広島平
和文化
センター
前理事
長著『日
本が世
界を救
う』核廃
絶のシナ
リオ
1296円

琵琶湖よし紙！！
��地球にやさしい！！
�名刺�作ります。
���池田まで

小千谷支援
新潟�名物ウマーい���
「青苧あおそうどん」
「へぎそば」250円、
鎌倉YMCAで
販売中！！

「ロールバックマラリア（RBM）」運動の現況報告とお願い
　東日本区国際・交流事業主任　太田勝人（東京世田谷）
7月の強調テーマは、キックオフ・Ｙサービス・ASFと共に「RBM」です。
ワイズメン国際協会は国際赤十字社や国連のWHO，UNICEFなどとパート
ナーシップを組んで、マラリアから貴い命を守る運動（RBM）を推進して
います。RBM運動は、2010年からスタートし、2018年まで行います。東日
本区国際・交流事業委員会では、RBMへの支援を重要施策と位置づけて皆
様に、「ＲＢＭ献金」をお願いますして参りました。
　 6月4,5日開催された東日本区長野大会でも柳澤直前主任から昨年度　
601,725円の献金があり、国際協会ジュネーブ本部に送金されました。貴
い献金をもとに実際アフリカを中心に「蚊帳」を配布しています。
　「World Malaria report 2015」のKey Points　のところを見ますと、
以下のような要点となります；

1� マラリア病感染者は、2000年の2億６千万人から2015年は2億1千万
人と18％減となっています。

2� 死者は同期間839千人から438,千人と48％減となりました。
3� 5歳以下の死者の数は2015年で30万6千人もいて、亡くなる人の7割
がこの5歳以下の児童です。

このように国連ミレニアム計画では目標に向かっています事を皆様にお伝
えし、引き続きRBMへの献金をお願い申し上げます。
　

ロスターを見て見よう �秋の蚊は強烈ですが、マラリアが
ない日本は恵まれています。デン
グ、ジカ熱、日本脳炎も人ごとで
ありませんが、アジアアフリカの悲
惨なことに思いをはせます。。
�今期鎌倉クラブは、部の国際交
流事業主査を担し、IBC,DBC,BF,
事業の窓口となっています。切手
年賀はがきBF代表に関わる、取り
扱いについて、太田主任から要請
がきています。また柳澤岳（松本）
国際交流事業委員から蚊帳を預
かり、部内皆さんに実物を見てご
理解を深める活動を行います。

EMC/E =EXTENTION,

YES=Y’S EXTENTION SUPPORT クラブ新設の基金

ユース；Youth�若者、若人

�十勝直送、じゃがいも・カボチャ、中止、ざんねん。台風10号を始め、四つ
の台風のため影響が大きく、今年度の販売は出来ないことになりました。今後
十年のうちに復旧できるかが危ぶまれています。皆さん、お祈りください。

国際交流事業委員
柳澤岳（松本クラ
ブ）から「蚊帳」が
送られました。実
物は薬品が染め付
けられているため
汎用品ですが、蚊
帳を必要とする
人々のことを実感
する体験です。

Y’s理解�；YMCA,Y’s�Mens Club をよーく理解しよう。

ファミリーファストFF；TOFを家庭内や知人友人に呼びか
けて行う献金。

鎌桑クラブ9月例会にて卓上献金が募られ、4270円が集まり、さらに草野講
師から献金があり、RBMにクラブの寄付2万円を加え、27,135円を寄付する
ことになりました。また横浜YMCA BAPY基金に22,135円を寄付しました。

鎌倉車いすと共に歩く会
「鎌倉�車イス・ガイドブック」（第3版）
�1冊500円。宮崎治朗さんの労作！
大変わかりやすく便利です。

竹内敏朗熱
海クラブ
元国際会長
伝記
2000円

���集めています
�切手、書き損じはが
き、年賀お年玉切手、プ
ルトップタブ、ペットボト
ルキャップ、奮ってお持
ちより下さい。
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EMC/MC=MEMBERSHIP会員増強,

 CONSERVATION維持啓発運動

IBC:�INTERNATIONAL BROTHERHOOD CLUB 国際兄弟クラブ
DBC:DOMESTIC BROTHERHOOD CLUB 国内兄弟クラブ

EMC/MC=MEMBERSHIP会員増強,

 CONSERVATION維持啓発運動

TIME OF FAST:断食の時、


