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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 

～ポスト安倍は河野外務大臣？～ 

    ことしの９月には自民党の総裁選挙が予定されていて、選出される

自民党の総裁が常識的には総理となって2020年の東京オリンピック

のホスト役として、また 世界に冠たる日本のカジノも進めていく…

役割を安倍晋三さんがなさるのか、石破茂さんがなさるのか、はた

また女性初の総理大臣を目指して野田聖子さんが登場なさるのか、

野次馬にとっては注目の数カ月でありますが 最近の週刊誌など

では 現内閣重鎮の菅官房長官のご推奨で、河野太郎外務大臣

の名も挙がっており、賑やかな気配が出てきています。        

もっとも、菅さんの河野太郎氏推奨は安倍総理退陣後の話でしょ

うから、今のままでは土俵に上がることすらないでしょうし、世界

は日本国内のジレンマなど待ってはくれません。もし、『トランプの

言いなりになるだけの安倍総理ではないのか？』という空気が国内

外から出てきたら、その時こそご自身で名乗りを挙げ、大変なスピ

ードで高齢化が進み 実際には落日の太陽の如く言われる日本の

評価を日の出のそれに押し上げていただきたい。その時こそ、ご自

身を取り巻くさまざまな‘しがらみ’を断ち切って、彼特有

の『やんちゃさ』を大いに発揮し、韓国や北朝鮮にばかりに捉われ

るだけでなくアジア全体の信頼を得て、それをバックにトランプさ

んとも丁々発止やり合えるような前向きな日米関係を築いていただ

きたいと期待するのは、あながち私だけではないと思いますが…。 

 

 

 

 

 



















 

               ◎今月の聖句◎                    

「隣人を自分のように愛しなさい。」             
                 －マタイによる福音書22章39節－ 

2018年度横浜 YMCAの基本聖句です。横浜 YMCAは、

イエス・キリストによって示された愛と奉仕の精神に

基づき、いつの時代も 社会の求める課題に向き合い

平和を求める働きを続けてきました。創立134年目を

迎え、互いの存在や個性を認め合い、高め合うことの

できる、善意や前向きな気持ちによってつながる「ポ

ジティブネット」を通して、誰もが公平に将来の夢や

希望を描ける社会を目指していきます。 

（2018年度横浜YMCA全体事業方針･計画「前文」から） 

 

強調月間  ＬＴ 

 

Leadership Trainingの略。ワイズメンに対するリダー

シップの開発や向上を目的に行う研修のこと。毎年3月初

めに、区が主催し東山荘などにおいて、次年度の部役員や

クラブ役員の研修を統一して企画し、実施している。さら

に、部が主催する研修会などにも、区が講師の派遣などの

支援を行っている。また、クラブによっては、定期に毎年

1泊研修会などを行い、会員の資質向上を図っている。 
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 ２０１８年４月会報 第２８２号 
         国際会長（ＩＰ） Ｈｅｎｒｙ Ｇｒｉｎｄｈｅｉｍ  (ノルウェー)                                                          

２０１7   主  題 “Fellowship ａｃｒｏｓｓ ｔｈｅ Bｏｒｄｅｒｓ” 「国境なき友情」         

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

        アジア太平洋地域会長（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）   栗本 治郎 （熱海）   

      主  題 「広げよう ワイズの仲間」 “Extension Membership & Conservation” 

２０１8   スローガン「楽しくなければ ワイズじゃない 積極参加で 実りある奉仕」         

湘南･沖縄部部長  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” 

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 鈴木 ひろ子                  

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” 

 

 

３月在籍者数 ３月出席者数 出席率  

 

 

フ ァ ン ド 

他 

B F 

（円） 

B F 

（ｇ） 

C S ・ T O F ・
A S F 

(円) 

Ｂ Ａ Ｐ Ｙ 

（円） 

ロ バ 

（円） メ ン 11 メ ン 10 94％ 

メネット 8 メネット 3  前 月 迄 0 0 0 10,000 26,500 

  ゲ ス ト ら 2  当 月 0 0 0  0 

計 19 合 計 15  累 計 0 0   0 10,000 26,500 

★強い義務感を持とう 義務はすべての権利に伴う★ 
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☆2クラブ合同‘わかめ例会’（第1例会振替え）報告☆        浦出 昭吉  

日 時： 2018年3月10日（土）17：30～20：30     並べられたコンロを一斉に点火、盛られた大皿の海の幸を次  々

会 場： 鎌倉・由比ガ浜‘蕾の家’            と鍋に…、一方でバラェティに富んだアルコールも並べられ、 

  出席者:：（ゲスト） 瀧本典子様（千葉会長のご友人）      珍しい赤ワインに舌鼓を打ちながら、箸を持つ手は忙しく鍋に…。 

池田めぐみコメット・池田メネット      池田さん心尽くしの‘旪わかめ’、だし昆布、ブリの切り身、白菜 

（ビジター）今城さん・鈴木さん(横浜つづきクラブ)   やネギなどの野菜…と、舌の乾く間もありません。 

（とつか）浦出･加藤ご夫妻･佐藤･鈴木･佐藤･若木   当夜の池田さんからの卓話‘ワカメのめぐみ’によると、『… 

     （鎌 倉）池田･田中･千葉･兵藤  計) 16名    春一番が吹き3月になると、朝日が昇った頃が良く、最盛期は 

今や恒例となりました鎌倉クラブとの合同‘わかめ例会’、  たくさんの人が出て、直ぐなくなります。その頃になると、ティ  

いつ頃から始まったのか、手元の資料から調べてみましたら、 ナー(愛犬)を連れ 袋一杯の‘朝採り’をします。…』と。 

その第1回は今から8年前の2010年3月3日に由比ガ浜の   〆には‘おうどんの玉’も配られ、皆さんそれぞれに箸を 

池田邸で開催しています。そして長谷の‘蕾の家’には13年 動かしておりました。気が付けば早や終わり近く、‘尽きぬ話題’ 

3月からで、昨年は鎌倉クラブ周年記念のためパスし、今年で を気にしながら、いつもながらの閉会点鐘となりました。 

        8回目、最近では採取の方はあるじにお任せ   ホスト役以上にお世話をお掛けした池田さんに それぞれ 

        し、もっぱら賞味する側に回っています。  感謝のご挨拶、やや春めいた夜道を駅へと歩を早めました。 

         さて 江ノ電・鎌倉駅ホームで落ち合った 

        ご一行、由比ヶ浜駅下車、全員揃って会場へ…。 

        たまたま当日は、11時から富士山YMCAの 

       研修棟献堂式が現地であって、それに参加の 

加藤さんはその足で鎌倉へ…。心配されたお天気も式が始まる                              

頃には雲も切れ 霊峰にもお目に掛かれたとのこと、三上担当 

主事の車でお二人差し入れのお土産共々駆け付けてくれました。 

なお、つづきのお二人も富士山からの帰途に…ということでした。 

開会のセレモニ－は池田直前会長の進行で始まり、千葉会長の 

開会点鐘、ワイズソング、信条、讃美歌、お祈りは田中さん、そして 

出席者紹介、こちらからはそれぞれに‘ひと言’添えてのご挨拶、 

律儀？に前半を終わり、いよいよ“由比ガ浜わかめ、小田原天然 

ぶりの饗宴!!”と銘打ったプログラムの始まりです。                              

                                                    

☆第８０回Ｙ－Ｙ’ｓ協議会から☆   加藤 利榮          ☆第2例会報告☆      浦出 昭吉                                                                

日 時：3月6日（火） 19:00～20:30 

場 所：横浜中央YMCA 501号室 

出席者：(YMCA) 田口総主事･青木(部･横浜)･池田(広報)･大塚(災害)・

三上(鎌倉)･長田(とつか)･奥薗(厚木)･井上(八景) 

 (ワイズ) 金子・伊藤・古賀・古田・舟田〈横浜〉    

        浦出･吉原･加藤〈とつか〉、小松･佐藤〈厚木〉 

        木村〈八景〉、今城･鈴木〈つづき〉  計 21名 

 3 か月ごとに開かれるこの会合も 80 回を数え、当初、マンネリ化

が懸念されたが、回を重ねるごとに、双方から‘当面のテーマ’が

出て来るようになり、程なく この集まりは軌道に乗った。     

当番クラブが持ち回りで協議内容を決め（今回は とつかクラブ）、

事前の案内から当日の進行まで責任を持つという段取りも定着し

今日に及んでいる。しかも、協議内容の中には時に根の深いテーマ

であっても、何とかその時々でひと区切りを付けて…ということで、

そこは当番クラブ会長の腕の見せ所(？)でもあろうか…。今回の場合、

『YMCA NEWロゴの広がり、そしてワイズメンズクラブの今後の

留意点に関して』がメイン議題であり、必要に忚じて主管の    

講師･職員が趣旨説明･忚答に当たり、…と書くうちに余白が尽きたが、

終わりは 次回（6/5･厚木･19時）を確認し、定刻に閉会した。  

    日 時：3月20日（火） 18：30～20：00 

場 所：湘单とつかYMCA 201号室 

出席者：（メン） 長田･加藤･佐藤･土方･若木･浦出 

   （メネット）吉原        計）7名 

◇ 報告事項等 

① 3/4（日）：‘3.11を忘れない’コンサート（別掲） 

② 3/6（火）：第80回Y－Y’ｓ協議会（別掲）  

③ 3/10(土)： 富士山YMCA研修棟献堂式（別掲） 

④ 3/10(土)： わかめ例会（別掲） 

⑤ 3/11(日)： 3.11街頭募金と仙台すずめ踊り（別掲） 

⑥ 3/12(月)： BAPYチャリティーゴルフ大会 

⑦ YMCA ＆ 地区センター関係 

     ◇ 協 議 

 ① 担当主事の件 

② 4月第1例会を‘竹の子例会’に振り替える件 

③ 東日本区大会参加申込みの件 

④ YMCA関係                                 

☆グリ  ◇ その他 

      関係者にブリテンの原稿を依頼した。 
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☆‘3.11を忘れない’コンサート☆  吉原 和子 

日 時： 2018年3月4日（日）15：30~17：00 

場所･入場数： 湘单とつかYMCA 1階ホール・180名 

参加者： 大高･加藤夫妻･佐藤･鈴木･土方 の皆さんと私 

 東日本大震災から 7 年が経ち、現地を想い、避難されてい

る方々を想い、計り知れない苦しみの中におられる方々を想い、

私たちに出来ることは…と問い掛け続けるため、の戸塚地域の

皆さんとおこなってきたこのコンサートも 7回目を迎えました。 

第一部の CLASSIC では、ヴァイオリンの井上八世以さんを

始めフルートとピアノも毎回お馴染みの皆さんによる三重奏、

ディズニーのテーマソング‘小さな世界’など6曲が演奏されま

したが、終わり頃に演奏された‘故郷’‘花’‘夏の思い出’‘赤

とんぼ’‘雪やこんこ’の5曲の‘日本の四季メドレー’では、

東北の現地を思い、胸の詰まる思いで聴きました。 

 小憩を挟んで始まった第二部 POPS、一転して、客席を巻

き込んでの演奏、こちらも毎回出演でお馴染みのkahoさんを

始め二人のシンガーソングライター、微妙なメロディーの調子    

                 と手の動きに合わせて 

                 拍子を取ります。いつの 

                 間にか引きこまれてい

ました。終わって、皆  

                 さんと喫茶店で のどを

潤し、帰宅しました。 

  

  ☆東京グリーン45周年に参加して☆    浦出 昭吉 

 38年間･76回にわたって開催している「神田川 

船の会」のCS事業を中心に活動の輪を広げて 

きた東京グリーンクラブ45周年の記念例会に 

加藤ご夫妻と、3月 21日 雨の中 参加してきました。 

 東京の会場に入ると、外の寒空とは裏腹に 

140名を超える熱気に圧倒され、指定された 

テーブルに着けば、お互いが旧交を温め合うのに暇もありません。 

 渡された記念誌によると、『…日本区時代に区大会（加藤理事）

を 1 日で終えるという全く新しい試みとして注目を集め…』と

あって往時を思い出し、それが95年のMM21地区での半日で 

開催した横浜大会のきっかけにもなったのかなと思いました。 

  第1部の式典の中では、2名の入会式と召された4人のメモリアル

もあり、さらに 第 2 部の記念講演では、『城郭都市江戸と水辺

の風景』のテーマで専門家の講演を1時間たっぷり楽しみ、 

そしていよいよ第3部は、お待ちかね、記念祝会となりました。 

 ‘着席･ビュッフェスタイル’ながら、お料理･飲み物はたっぷり、 

日ごろ飲まない私ですが、勧められ、いつになく白ワインなど

で真っ赤に…。その間にも、久しぶりにお会いする在京の皆さんと 

家内共  々お話に余念がありません。アトラクションの‘かっぽれ’

では、テーブルの間にも廻ってきて、声援に忚えておりました(写真)。 

クラブ紹介では私たち4人が立ち上がる

と周りの仲間まで立ち上がって、 やんや

の喝采を送ってくれました。 

                定刻の 17 時に閉会、ご挨拶を交わし、

熱気の残る会場を後にしました。 

          ☆東京クラブメネット例会に☆    加藤 明子 

 3月 13日(火)の 18:30から開催された東京クラブのメネット

ナイトに、黒岩美彌子さんからのお誘いもあって、鈴木ひろ子

さんと久しぶりに行ってきました。皆さんの顔ぶれは変わりなく、

昔のあの元気さは…、私どものクラブと同じ感じがしました。 

でも英語で歌うワイズソングは変わらず、素敵でした。 

 当夜のゲストスピーカーは遠藤はな子さん、「おもてなしの

舞台裏」のテーマで、‘はとバスガイド’20 年、現在 12 人の

トレーナーをまとめるインストラクターとして活躍中、その

‘ウラ話’は聞き忚えがあり、最高に楽しいひと時でした。 

終りに唄われた‘見上げてごらん…’の歌声はさすがでした。  

 恒例のメネットバザーも有り、鈴木さんと尐しばかり協力さ

せていただきました。 

 楽しい例会、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             －東京クラブ・松田俊彦さんご提供－ 

    ☆富士山YMCA研修棟献堂式に☆    加藤 利榮 

 どんより曇った3月10日(土)の朝8時、 

標題の式に参列の24名ほどを乗せたバスが 

関内の中央YMCA玄関前を出発しました。 

 私は、夕方から鎌倉の‘わかめ例会’に 

出席の予定から、何か気忙しい1日になり 

そぅな思いに駆られながらの参加でした。 

 バスは、途中 トイレ休憩を挟みながら順調に進み、開式時刻

の11時前に現地入りし、大ホールの予め措定されたテーブルに

着くことができ、久し振りにお会いする富士クラブの樫村さん

も同じテーブル、心から旧交を温めることができました。 

 式典は新しく建てられた研修棟に移動して開かれ、第一部

の礼拝、第二部の感謝状贈呈、そして、ホールに戻っての 

感謝会…と プログラムに従って進められ、予定した14時頃

には そのすべてを終えました。式の途中から霊峰も顔を見

せ始め大いに満足のひと時を…、そして、帰途は鎌倉クラブ

担当主事の三上さんの車で鎌倉へ…、お世話になりました。 
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 YMCAだより☆            長田 光玄                          

～3.11を忘れない…つながる～ 

3月10日(土)に横浜市踊場地区センター・11日(日)戸塚駅

前ステージにて仙台「すずめ踊り」を演舞していただきました。 

東日本大震災から 7 年、風化させない、忘れない、私たち

に出来る支援を戸塚地域のYMCAでは、この時期に「東日

本大震災復興支援イベント」を実施しています、戸塚地域

での募金総額は、684,794円となりました。 

  

 私ごとですが、この3月末をもちまして異動となりました。 

6 年間担当させていただいた横浜とつかクラブの担当主事を

後任へ引き継ぎます。多くの方々と接し、学びが多くありま

した。引き続きYMCAをお支えいただき、YMCAとワイズ

メンズクラブのより良い関係が続きますことをお祈りして

います。有り難うございました。 

                       

      ～よろしくお願いします～   瀬戸 俊孝            

        2018年4月より、横浜とつかクラブの担当 

          主事となりました瀬戸俊孝(せと･としたか)

です。1994年に湘单とつかYMCA開設と同

時に入職しました。健康教育部門にずっと配属

されていて、運動ひと筋に 24 年間勤務して

きました。様々なYMCA で多くの体験をさ

せていただきましたが、事業活動が中心で、 

YMCA 運動や地域活動に積極的に関わる機会が尐なかった

のも事実です。今回の担当主事という大役に任命されて、私

自身にとっても沢山の学びになると楽しみにしています。 

 四半世紀近くYMCAにいながら、初めての体験にとても

期待と不安が織り交ざっているところです。皆さまのご期待

に添えられるように努めていきます。 

何とぞ、ご指導、ご協力のほどよろしくお願いします。 

                                     

 

 

 

 

 

 

☆今月の歳時記から☆ 

‘チューリップ’と‘行く春 ゆくはる’ 

‘チューリップ’、ヨーロッパ経由で輸入された小アジア原

産の球根植物で、2 月ごろ青緑の芽を出し、間もなく中心

から蕾が表われてくる。早咲きは3月中旪頃から咲き始め、

紅、黄、白、紫などと色とりどり、春の花壇の主人公。   

    チューリップ見て朝霞なほ深し   秋桜子 

次に‘行く春’、まさに終ろうとする春のことで、惜春の

心を込めて言います。春はとりわけ楽しく明るい季節だけ

に、それが尽きようとすることは、なぜか物寂しい気持ち

にさせられます。 

行く春や鳥啼き魚の目は泪     芭 蕉 

                 〈午〉 

  ☆４月・5 月のこよみ☆  

➢４/10(火) 鎌倉例会・チベツトの話し・18:30 

➢４/17(火) 第１‘竹の子’例会・吉原邸・11：00 

➢４/24(火) 第 2例会・湘单とつかYMCA 205号室・18:30 

➢５/12(土) 第１例会・湘单とつかYMCAホール・18:30 

➢５/22(火) 第 2例会・湘单とつかYMCA 205号室・18:30 

➢５/26(土) 横浜YMCA会員総会・湘单とつか YMCA 

➢６/2(土)～3(日) 東日本区大会・沼津 

  

～４月会合のご案内～ 

      ◇ ４月１７日(火) 第1例会の振替え 

        竹の子例会・吉原邸に11頃までに集合 

        会費：２千円 

       

◇ ４月２４日(火) 第2例会・１８：３０～ 

    大事な相談をさせていただきます。 

       ご出席のほどを宜しく…。 

～ＨＡＰＰＹ ＢＩＲＴＨＤＡＹ～ 

        長田 直美さん  ４月２３日 

        川津 政義さん   ４月１7日 

 

【掲示板】              会  長 

◎ クラブ担当主事に瀬戸俊孝健康教育事業部長が就任 

   △４月１日付で、長田光玄担当主事･横浜市踊場地区

センター施設長と交替しました。(左欄参照) 

△長田主事には、吉永主事の後任として2012年4月

以来満6年にわたり、ご面倒をお掛けました。 

 有り難うございました。益々のご発展を祈ります。 

△瀬戸さん、お世話になります。こちらこそ宜しく…。 

△５月１２日(土)に瀬戸さんの入会式・引継式を予定

しています。 

◎ 竹の子会場～吉原邸～へのご案内 

  △JR戸塚駅･東口(YMCA側)を出たら、駅前交番前に

１０時半ごろまでにお集まりください。 

  △江ノ電バス②番乗り場１０時４３分発「見晴橋行」

に乗車したいと思います。 

△「下倉田中央」下車。 

△交差点まで戻って(約３０m)、右側「吉原美容室」

の前を横断した広い門塀の家 

△「筍掘り」をご希望の方は、吉原さんと直接打ち合

わせて下さい。 

◎ 東日本区大会参加予定者 

  △若木・浦出夫妻・加藤夫妻・佐藤・鈴木・土方・ 

吉原メネット              計９名 

   △赤色文字は宿泊組、「ダイワロイネットホテルぬまづ」を確保し

てあります。  

〈後記〉 

YMCA・ワイズの日程が目白押しです、‘三寒四温’の日が続い

ています。お体の管理にも十分意を用いましょう。 

    〈T/K〉   


