
 

 

 
 
 

           2017 –７– 811号 
 

 
      国 際 会 長 (ＩＰ) Henry Grindheim (ノルウエー) 

“Let Us Walk in the Light－Together ”「ともに、光の中を歩もう」 

“Fellowship across the Border ”「国境なき友情」 

会 長  舟田 正夫       アジア地域会長 (ＡＰ)  Tung Ming Hsiao (台湾)      監 事    松島 美一 

副会長  古賀 健一郎       “Respect Y’s  Movement ”                      ブリテン    古賀 健一郎 

書 記  伊藤 誠彦   「ワイズ運動を尊重しよう 」               野村 郁雄 

会 計  古田 和彦   東日本区理事（ＲＤ）  栗本 治郎（熱海）           担当主事  青木 一弘 

直前会長 金子 功   「広げよう ワイズの仲間 

                  “ Extension Membership & Conservation”  

      湘南・沖縄部部長（ＤＧ）金子 功 （横浜） 

「Y’sの絆を強め、広げよう」 

“ Let ’s  Tighten and Expand the Bonds of  Y’s Men ” 

      横浜クラブ会長 (ＣＰ)   舟田 正夫 

「YMCAとともに！」 

“Together, with YMCA ! “ 
 

 

  <今月の聖句＞      

                    田口 務 

 

イエスは答えて言われた。「神の国は見える形ではこない。 

『ここにある』『そこにある』と言えるものでもない。 

実に、神の国はあなたがたの間にあるのだ。」 

 

（ルカによる福音書１7章20節途中～21節） 

 

 

今月のひとこと 

「ＹＭＣＡと共に！」 

舟田 正夫  

          私がワイズメンズクラブへ入会したの

は高杉治興さんのお誘いによります。あ

と2年で横浜国際大会があるので是非入

ってはと言われ、2008 年 1 月に入会し

ました。今年は2017年ですから 10年

目になります。 

今までやって来たことは、金子 功前会長の依頼で名ばか

りの副会長を数回、監事を1回担当しましたが特にこれとい

った活動はやっておりません。年末のバザーの担当者の一員

として2回、スピーチコンテストの審査員を1回担当した位

です。何もしないで会費を支払い続けてきましたが、高齢と 

なり、金子さんの依頼もまたあり、会長を引き受けることに 

 

いたしました。 

横浜ＹＭＣＡの歴史は130年あまり、また、わが横浜ワイ

ズメンズクラブの歴史は1930年12月15日に始まりますので、

約86年位です。ともに長い歴史を誇っています。このような

歴史のある場所で活動できることを喜ばなければなりません。 

 金子 功前会長は2016年7月号「今月のひとこと」でワイ

ズは、ＹＭＣＡあってのワイズであり、ＹＭＣＡとの協働で

あり、ＹＭＣＡへのサポートであると言われています。私は

会長に就任するにあたり、この考えを踏襲いたします。そし

て、横浜クラブは90年、100年を見すえて横浜ＹＭＣＡと共

に歩みたいと願っています。 

個別の行事はすでに確立されています。その上に新しい何

を加えることが出来るかが期待されることになります。あま

り急がず、ゆっくりとした活動を心掛けたいと思います。 

 そのために、会員相互の親睦を図り、毎月の例会に出席す

ることが楽しくなるように努めます。会員の皆さんの温かい

ご支援をお願いします。 

＜２０１７年６月例会実績＞ 

在籍者 出席者 出席率 B F 

１９名 

（功労

会員１

名を含

む） 

メン     １４名 

メネット   ０名 

コメット   ０名 

ビジター  ３名 

ゲスト    ０名 

合計    １７名 

８３ ％ 

（メーキャップ 

１名を含む） 

 

前月修正出席

率  

今月分 

切手    0 g 

現金     0円 

年度累計 

切手      0 g 

現金     0円 

★ 強い義務感をもとう 義務は全ての権利に伴う ★ 

納涼会出席者 

 



 

 

＜７月の行事予定＞ 

強調月間【評価】 

日 曜 時間 行事内容 場所 

13 木 18:30 横浜クラブ第一例会 中央Ｙ 

15 土 14:00 第一回部評議会 中央Ｙ 

21-23   アジア・太平洋地域大会 チェンマイ 

27 木 17:00 横浜クラブ第二例会 中央Ｙ 

＜６月例会＆髙田ワイズ感謝会報告＞ 

古田 和彦 

日時：6月8（木）18:30～20:40 

場所：横浜中華街 萬珍樓 

出席者：青木、伊藤、今村、大江、大髙、押川、金子、神村、

古賀、齋藤、高田、舟田、松島、古田 

ビジター：加藤利榮ワイズ（横浜とつかクラブ）、青木一芳

ワイズ（千葉）、長尾昌男ワイズ（千葉） 

伊藤ワイズの司会により、金子会長の小さなベルでの開会

点鐘で定刻に開始。会長挨拶に続いて、ビジターの紹介。今

日は２７年間当クラブでよく働かれた高田ワイズを千葉クラ

ブに送り出す感謝会を例会にひき続いて行うので、受け入れ

側の千葉クラブから長尾会長と青木ワイズが、また、高田ワ

イズと苦楽を共にされた横浜とつかクラブの加藤ワイズが来

ておられる。ビジターとして紹介された。 

本来なら、次は、

全員でワイズソン

グ、ワイズの信条

の唱和であるが、

会場が萬珍樓なの

で、隣室への配慮

から唱和は行わず、

心の中にとどめた。   

古田ワイズが今月の聖書「使徒言行録 2章１～4節」を朗

読、ペンテコステの出来事を話した。短くビジネスを行う。

今後の行事予定、一泊研修会、横浜ＹＭＣＡ会員総会、東日

本区大会の報告等が行われた。 

また、7月のクラブ総会への諸準備を6月22日の第2例会

に資料を各自準備して詰めることを確認した。今月のハッピ

ーバースデイは松島ワイズ、先月の齋藤ワイズともどもお祝

いする。ここでいったん例会は閉会。 

続いて高田一彦ワイズ感謝会に移る。食前感謝の祈りを古

田ワイズがささげ、神村

ワイズの乾杯により開始。

しばし、萬珍樓の美味し

い中華料理に舌鼓を打つ。

お腹が満たされて、スピ

ーチに移る。 

先ず、金子会長がクラ

ブを代表して歓送の言葉

を述べた。 

 

次いで、

千葉クラ

ブ長尾会

長から歓

迎の辞が、

引き続い

て、ビジ

ターとし

て参加の

横浜とつかの加藤ワイズ、千葉の青木ワイズから、長年の高

田ワイズとの交わりを、感謝をもって述べられた。 

そののち、参加の各ワイズから思い出や感謝の言葉が述べ

られ、最後に高田ワイズからお礼の言葉が述べられた。20時

40分、舟田次期会長の挨拶で閉会した。 

 わがクラブにとっては高田ワイズを失うことは大変な痛手

で残念ではあるが、住居も千葉に移っており、千葉クラブで

の働きも大いに期待できることを思うと、横浜クラブは今ま

でのお働きに感謝するとともに喜んで送り出すこととした。 

高田ワイズ、今までありがとう。また、区の諸会合で会いま

しょう！ 

「第７７回 Ｙ-Ｙ‘Ｓ協議会報告」 

金子 功 

第77回Ｙ－Ｙ’s協議会が６月６日（火）午後7:00より 

横浜中央ＹＭＣＡ501 号室で開かれた。今回は横浜つづきワ

イズメン＆ウイメンズクラブが担当。山中奈子担当主事の聖

書朗読（マタイによる福音書 7章 7節~12節）、林茂博つづ

きクラブ会長の祈祷による開会礼拝で始められた。 

若木湘南・沖縄部長の挨拶の後、林会長の司会で議事は進 

められた。 

協議事項としては①10月14日（土）予定のチャリティー 

ランへの協力―湘南・沖縄部部長が実行委員長を担う件、当 

日の支援項目等について；②21回目を迎えるＡＩＤＳ文化フ

ォーラムへの参加協力について。報告事項としては横浜ＹＭ

ＣＡ側より①富士山ＹＭＣＡ10周年感謝礼拝；②横浜ＹＭＣ

Ａ会員総会；③ワイズ川越東日本区大会―当大会で山田公平

ワイズ（元日本ＹＭＣＡ同盟総主事、前アジア・太平洋ＹＭ 

ＣＡ同盟総主事より提案された「ワイズ・ＹＭＣＡパートナ 

ーシップ委員会設置」の構想が金子ワイズ（横浜クラブ）か 

ら説明された。；④ＹＭＣＡブランディング・プロジェクト 

の進捗状況と今後の計画について、ワイズ側より部長報告の

後、各クラブより活動状況が報告された。横浜クラブとして 

は5月26日―27日に上郷・森の家で行われた一泊研修会、 

高田ワイズ感謝会出席者一同 

千葉クラブ青木、長尾ワイズ 

途中、こんな場面も・・・ 

★ 強い義務感をもとう 義務は全ての権利に伴う ★ 

納涼会出席者 

 

萬珍楼の中華料理に舌鼓 

千葉クラブ青木、長尾ワイズ 



 

 

並びに髙田一彦ワイズが今期をもって千葉クラブに転籍する

ことが報告された。 

当日の出席者：ワイズ側；16名、ＹＭＣＡ側6名；横浜ク

ラブ出席者：青木、金子、田口。次回予定は9月5日（火）、

横浜クラブが担当。以上 

「第２０回東日本区大会」 

                   伊藤 誠彦 

2017年6月3日～4日、第20回東日本区大会が埼玉県川越

市で開催されました。会場は「ウェスタ川越」。「江戸のお

もかげを残す町」という意味で「小江戸」と呼ばれる川越の

イメージとは違って、2015 年竣工の超近代的な巨大施設。

1,700人収容の大ホールは 400人超のワイズメンを飲み込ん

で、まだ余裕十分でした。 

来賓挨拶、理事の年次報告、各部長報告に続いて記念講演。

講師は旧国鉄赤字ローカル線を引き継いだ「いすみ鉄道」の

社長、鳥塚亮氏。いすみ鉄道は千葉県外房の大原から-房総半

島内陸の上総中野まで、駅の数にして14駅、僅か26kmの営

業距離しか持たない小さな鉄道会社。その経営改善の努力を

話されました。話の中身もさりながら、1時間30分の間、多

くの聴衆をひきつけ飽きさせない話術は見事の一言で、大好

評でした。 

2日目の東日本区表彰では、横浜クラブは地域奉仕、国際・

交流、ユース事業部門など全部門で献金達成賞を受賞しまし

た。他にノンドロップ賞とプルタブ収集優秀賞。プルタブ収

集は 60kg で全

国3位でした。

他の受賞が多分

に金銭の拠出に

よるものである

反面、プルタブ

収集はその裏に

ある努力が伴う

ものであること

を考えると特筆

に値するものと考えます。元ワイズの菅沼さんをはじめ、多

くの方にご協力をいただきました。 

やや長々とした表彰式の後は、グループに分かれてエクス

カーションへ。筆者は田口総主事、松島ワイズ、メネットと

ともに「歩いて巡る 小江戸川越半日コース」に参加し、今

度は本当に江戸の面影を満喫しました。 

今大会も川越クラブ、所沢クラブをはじめ関東東部の皆さ

んが協力し合い、熱い心でおもてなしをして下さいました。

有難うございました。 

横浜クラブ参加者は、青木、伊藤メン・メネ、金子、高田、

田口、松島の7名でした。 

「ブリテン担当となって」 

                   野村 郁雄 

このたび歴史ある横浜ワイズメンズクラブのブリテンを担

当することになりました。大先輩の髙田さんの後を継ぎ読み

やすく親しまれる内容になるよう、古賀さんと二人で努力し

てまいります。ブリテンと言えば、以前担当主事をしていた

時期に須部さん、神村さんと一緒に作業したことを思い出し

ます。当時ブリテンは、担当者が入力、編集したデータを指

定の用紙に印刷していました。さらに担当者は、完成したブ

リテンを総主事に持参し理事常議員会等で配布の依頼、他ク

ラブへの郵送、例会資料の準備等多岐に渡っていました。あ

の頃、お二人と一緒にブリテンに関する作業をしながら、ワ

イズのことＹＭＣＡのことなど色々とお話したことは私にと

ってとても貴重な時間でした。今回、新しい形で担当するこ

とになります。どうぞ宜しくお願いいたします。 

 

第 二 例 会 報 告  

伊藤 誠彦 

日時：6月22日(金)17:00～19:50 

場所：横浜中央ＹＭＣＡ 501号室 

出席者：青木、伊藤、金子、古賀、高田、舟田、古田、 

松島 

ゲスト：平岡さん、安富さん（日本語学科） 

協議・確認・報告事項は次の通り。 

① 今後の行事予定の確認。 

② 2017年度日本語スピーチコンテストの計画案について、 

  平岡さん、安富さんを加えて協議、2017年度は従来通り、

今後、川崎、厚木の動向も見ながら拡大も検討  

③ 横浜クラブ8月例会／納涼会は8月24日(木)18:00～ 

 「驛の食卓」にて開催 

③ 7月総会準備状況の確認、クラブ一般財政は構造的に厳し

さを増しているため、クラブ活動と予算のあり方について

今後検討を継続 

④ クラブ広報・ブリテン編集体制の確認 

⑤ 部長公式訪問日程、部年間計画等の確認 

⑥ その他 

 

  

 

担当主事 青木 一弘 

人は暑くなると汗をかいて体内の熱を発散します。しかし

冷房が効いている室内では汗をかくことがなく、外へ出れば

うだるような暑さ・・・。急激な温度差にカラダが対応でき

ず、体調が乱れてしまいます。夏バテ防止のキーポイントは 

 

ＹＭＣＡ

だ よ り

ＹＭＣＡ

だ よ り

晩晩餐会での横浜クラブからの参加者 

エクスカーション昼食で 

ご機嫌の田口総主事と松島ワイズ 

★ 強い義務感をもとう 義務は全ての権利に伴う ★ 

納涼会出席者 

 



 

 

「汗を出す」ということ。 

ただでさえ暑いのに、その上運動なんて・・・と思われる 

方がほとんどかもしれませんが、簡単にできる運動を行っ 

て、快適な毎日を過ごしましょう。 

 

〇サマーパスポート＆回数券のお知らせ  

横浜中央ＹＭＣＡのスポーツ施設をご利用いただける、お

得なパスポートと回数券です。お好きな時間帯にプールやマ

シンルームなどを自由に利用することができます。ショート

スイムレッスン・アクアエクササイズ・ヨガ・ストレッチ・

エアロビクス・ピラティスなど、自由に参加できるフリープ

ログラムも盛りだくさんです。 

（サマーパスポート） 

【日 程】7月1日（土）～8月31日（木）  

※購入日から２０日間有効（休館日を除く） 

【費 用】5,400円（税込） 

（回数券） 

【日 程】7月1日（土）～8月31日（木） 

【費 用】4枚綴り：4,320円/8枚綴り：6,912円（各税込） 

 

☆参加できるプログラムは、クラブメンバー会員に準じます。 

☆回数券をご利用の方は、スクールのレッスンにもご参加い

ただけます。（要予約） 

☆回数券は、ご家族やご友人と共有していただくことも可能

です。なお、休館日は、7月21日（金）、22日（土）、8月

10日（木）～17日（木） となっています。ご注意ください。 

〇ＹＭＣＡ脳いきいき体操 

「テレビで話題の最新プログラム」 楽しく体を動かして、い

つまでも元気な体を保ちましょう。運動が苦手な方でも安心

してご参加できます。ステップ台やラダーなど様々な器具を

使用して、色々な足の運び方、リズムに合わせた踏み台昇降

など、簡単な運動から行っていきます。プログラムは作業療

法士、健康運動指導士の監修のもと実施します。 

実施日 毎週木曜日 

時 間 11時15分～12時15分 

会 場 横浜中央ＹＭＣＡ 

持ち物 動きやすい服装、室内履き、タオル、飲み物 

費 用 1 ｹ月 5,400円（会費制） 

体験料 1,000円 

 

（申し込み方法）  

お電話または3階受付窓口にてお申込みください。 

045-661-0084 ウエルネススポーツクラブ直通 

 

○第24回 ＡＩＤＳ文化フォーラムin横浜 開催 

ＡＩＤＳ文化フォーラムin横浜は、ＨＩＶ・エイズに関わ

るＮＧＯ、ＮＰＯと市民ボランティアによるフォーラムです。

毎年8月に3日間開催されます。 

 

 

このフォーラムは、今年も、教育、医療、看護、女性、薬害、

ＰＬＷＨＡ、人権、社会問題、セクシュアリティ、国際etc. 多

くの社会的課題を考える場となります。 

日 時 8月4日（金）～8月6日（日）                  

場 所 かながわ県民センター   

その他 参加自由・入場無料     

 

 ８月 の 行 事  

日 曜 時間 行 事 内 容 場所 

24 木 17:00 横浜クラブ第二例会 驛の食卓 

24 木 18:00 
横浜クラブ第一例会 

   納涼会 
驛の食卓 

当ブリテン及び横浜ワイズメンズクラブに関するお問い合

わせは横浜ＹＭＣＡ青木一弘にご連絡下さい。 

メール aoki_kazuhiro@yokohamaymca.org 

電話  045－641－5785 

 ７月例会プログラム 

日時： ７月１３日 (木)  １８：３０～２０：３０ 

場所： 横浜中央ＹＭＣＡ 501教室 

                 司会：伊藤ワイズ 

 

１．開会点鐘および挨拶 ・・・・・・・  舟田会長 

２．ワイズソング・ワイズの信条 ・・・   全員 

３．今月の聖句   ・・・・・・・・・  田口ワイズ 

４．ゲスト・ビジター紹介 ・・・・・・  舟田会長 

５．部長公式訪問 挨拶・・・・・・・・  金子部長 

６. 食前感謝  ・ ・・・・・・・・・  田口ワイズ 

７．会食 

８. 総会 

  議長選出と定足数の確認 

  議案の審議 

   第1号議案 16-17年度事業結果報告・・金子ワイズ 

         事業報告、会員異動、例会出席、評価 

   第2号議案 16-17年度各事業報告 

         地域奉仕事業・・・・・・大高ワイズ 

         会員増強事業・・・・・・遠藤ワイズ 

         国際・交流事業・・・・・古賀ワイズ 

         ユース事業・・・・・・・斎藤ワイズ 

   第3号議案 16-17年度会計報告・・・古田ワイズ 

   第4号議案 17-18年度クラブ役員、事業委員の確認 

   第5号議案 17-18年度活動方針と事業計画 

   第6号議案 17-18年度予算案 

９.キックオフ例会 

ビジネス・報告 ・・・・・・・・     舟田会長 

１０． Happy Birthday : 今村朋子（２５） 

１１．閉会点鐘  ・・・・・・・・・    舟田会長 

 

               例会報告：金子ワイズ 

★ 強い義務感をもとう 義務は全ての権利に伴う ★ 

納涼会出席者 
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