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 ：浦出昭吉 ere後三浦      

えｆ長が不安だと  

メネット事業 吉原 和子      担当主事 長田 光玄 

会員ひと言   有田 征彦              ◎今月の聖句◎

『たくさんの出会いの中で              互いに忍び合い、責めるべきことがあっても、赦し合い 

～ワイズとYMCAの関係強化を～』     なさい。主があなたがたを赦してしてくださったように、

横浜YMCAからYMCA同盟に出向して４年の歳月が あなたがたも同じようにしなさい。

流れようとしています。YMCA同盟の事務所は四ツ谷 －コロサイの信徒への手紙3章13節－

にあります。自宅の茅ケ崎市から片道約２時間の通勤    赦しのないところに良い人間関係は生まれません。 

は腰痛持ちの私にとってはなかなかキツイものがあります。しかし  人は付き合えば付き合うほど憤りとか苦い思いが生ま 

ネガティヴなことばかりでもありません。YMCA同盟での全国協働、  れます。神はお互いに忍耐を持って赦し合いなさいと

ブランディング推進の役割に加え、ワイズメンズクラブとの関わ   教えられます。お互いに、忍耐を持ったコミュニケ―

りの中、この４年間で本当に多くのYMCAスタッフや全国のワイズ   ションが必要なのです。

メンと出会い、関係を築くことができました。これは、今後YMCAで働き   

を続けていくうえで、私の大きな財産になっていくと思います。        強調月間 ＴＯＦ

 ワイズメンズクラブ関連で言えば、パートナーシップ検討委員会の 

メンバーとして参加させていただき、ワイズとYMCAの関係強化の   ‘ＴＯＦ’(Time of Fast)“飢餓の時”、例年２月、  

ために知恵を絞ってきました。その中で、ワイズの委員の方の協力 飢餓に苦しむ人々のあることを覚え、例会の食事を抜き 

もいただきながら、現在『担当主事ハンドブック』の改訂作業を にして、その分を献金する奉仕活動で、区では、集

進めています。関係の機関に承認を得ながら発行されれば実に１５年   められた賜物を取りまとめて国際に送金しています。 

ぶりの改訂となります。                      今年度も、今までと同じように＠￥1300円以上 

ワイズとYMCAの関係に欠かせない担当主事の研修などにも各YMCA   の拠出方を求めてきています。 

で活用してもらい、地域のワイズメンズクラブとYMCAの一層の関係    他の献金とともに、3月15日までに区事務所宛

強化を図りたいと願っております。                送付することとされています。 
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 ２０２０年２月会報 第３０４号 
 国際会長（ＩＰ）  Ｊｅｎｎｉｆｅｒ Ｊｏｎｅｓ  (オーストラリア)

２０１9   主  題 “Building ｔｏｄａｙ ｆｏｒ ａ ｂｅｔｔｅｒ ｔｏｍｏｒｒｏｗ”

 スローガン  “On the MOVE!!” 「さぁ動こう!!」

アジア太平洋地域会長（ＡＰ）  田中 博之 (東京多摩みなみ) 

主  題 “Action！” 「アクション！」

～  スローガン “With Pride and Pleasure” 「誇りと喜びを持って」 

東日本区理事 （ＲＤ） 山田 敏明 （十勝）  

       主  題 「勇気ある変革、愛ある行動！」“Innovation with courage,action with heart！” 

副  題 「みんなで力を合わせて、1・２・３」“Hop,Step and Jump with all Y ｓmen”

２０20  湘南・沖縄部部長（DG） 森田 幸二郎（沖縄）

 主  題 「ワイズを社会に広める基盤の再構築をする」 

クラブ会長 浦出 昭吉 「メネットの支援に感謝し、30周年に向けてさらに仲間を！」  

主題 副会長 吉原 訓  書記 加藤 利榮  会計 岡 進 

              メネット事業 吉原 和子  担当主事 瀬戸 俊孝 

１月在籍者数 1 月出席者数 出席率 フ ァ ン ド 

他 

B F 

（円） 

B F 

（ｇ） 

C S ・ TOF ・
A S F 
(円) 

Ｂ Ａ Ｐ Ｙ 

（円） 

ロ バ 

（円） メ ン 13 メ ン 11 92％

メネット 8 メネット 2 前 月 迄 0 0 0 0 0 

ゲ ス ト ら 1 当 月 0 0 0  0 

計 21 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★



☆湘南･沖縄部&横浜YMCA合同新年会（第1例会振替え）報告☆     浦出 昭吉

日 時： 2020年1月18日(土) 18：00～20：00      やや意外だったのは、お料理の出てくるテンポが誠にゆるやか、 

会 場： 横浜・中華街 北京飯店             日ごろ、一般の中華料理の飲食に慣れっこの私たちには、

出席者:（YMCA）田口努総主事、青木一弘・大江浩・     ‘ほぅ…’と言った感じで、次が出てくるのが待ち遠しい、

瀬戸俊孝・宮崎亮 の各担当主事     さらに‘おやっ’と思ったのは、‘北京ダック’を売りもの

(区来賓) 山田理事・板村次期理事・山下書記    ～氏名敬称略～     にしているお店にしては、ダックはいつ出たの…という思い

(部) 森田・伊藤・竹内 (沖縄)      …、余り顔に露わにしては…と…、口にこそ出しませんで

（クラブ）佐藤 (東京) したが、同じ様な思いの方も２、３お見受けしましたョ…。

伊藤・大髙・金子・古賀・齋藤・  お料理がそんな感じですから、場内も何となく静かムード、

古田・松島 (横浜) クラブ・アピールタイムなども極めてスムーズに…。

兵藤・吉田・千葉 (鎌倉)      終りは、古田和彦次期部長による閉会挨拶で幕となりました。

大高・岡・柴原・浦出 (横浜とつか)    さぁ、いよいよ湘南･沖縄部の部大会が2月22日(土)に
佐藤･堀田･川口･小松･日下部 (厚木)  那覇で開催されます。クラブからは、吉原さん、加藤さん、

今城ご夫妻・鈴木・相賀・林・辻    鈴木ひろ子さん、それに私の4人が参加の予定です。

(横浜つづき) 
久保・久米・駒井・渡邉・中村 (横浜つるみ)  計) 42名

 プログラムは、第1部の開会礼拝（祈祷：青木担当主事）、

第2部では、ワイズソング･ワイズの信条に引き続き、来賓の

ご挨拶の中では、田口努総主事から、日頃YMCAのすべての

イベントやプログラムに深く関わって頂いているワイズメンズ

クラブの皆さんに心から感謝するとともに、今後とも引き続き

ご支援・ご協力を賜りたい旨、述べられました（写真上）。

 引き続いて第3部の交流会に移り、鈴木部監事の発声で乾杯、

一転、交流の輪が拡がり始めました。大体8人ずつのテーブル、

私たちのテーブルはキャンセルなどもあってユッタリです。

☆湘南とつか運営委員会感謝会から☆  加藤 利榮          ☆第２例会報告☆    浦出 昭吉     

2019年度第5回湘南とつかYMCA運営委員会は、「…委員の

皆さまへの感謝の気持ちを込めて…」例年どおり感謝会中心の

委員会が、1月27日(月)・18：30「かしお」で開かれました。

 当夜は、特に今年度末をもって退任される田口努総主事と、

佐竹博次期総主事も列席され、親しく委員(総勢10名･1名欠) 
との交流のひと時となり、また、YMCA各部門のディレクター

も加わり、総勢19名の賑やかな席となりました。

         定刻、進行役の当方からの‘黙とう’で開会、

        委員の清水臣牧師による奨励と祈祷、次いで、

        大高館長の司会で、『横浜YMCA会員大会』

        など5部門から報告があり、終わりは、田口･

        佐竹御両所からそれぞれにご挨拶がありました。

         以上でビジネスは終わり、いよいよ「感謝・

        懇親会」の幕開けです。開会あいさつは、委員長

        から…、そして、乾杯の発声は、例により勝田

        委員から元気よく行われて、たちまち歓談の

輪が拡がり始めました。アルジ肝いりの肉シャブ、舌の乾く間も

ありません。頃合いあって、

全員から‘ひと言’ずつ、

特に、2名の女性委員の

お話しには聴き甲斐が…。 

記念撮影でお開きに…。 

日 時： 2020年1月2１日(火) 18：30～20：00

会 場： 湘南とつかYMCA 204号室

出席者： 岡･加藤・柴原･鈴木･瀬戸･土方･吉原･浦出

 ① 報告・連絡事項

  ア 1/18（土）：YMCA－Y’s合同新年会

  イ YMCAから：「ワイズカップ幼児サッカー大会」他

 ② 協議事項      

ア 次期会長の件：次期会長に若木氏が条件付き受諾

  イ 2月例会振替えの件：

△ ２/１(土) ２/11(火･休)YMCA会員大会

△ ２/18(火) ２/16(日)幼児サッカー大会・第2例会

ウ ３/８(日) 恒例‘Heart to Heart Concert’：
入場券はクラブで購入済み(10枚)・書記が保管

  エ ピンクシャツ購入の件

  オ ２/11（火･休）会員大会：湘南とつかYホール

10時オープン・入場無料･出入自由

Y’sブースの設置･ワイズチラシ準備

 ③ その他           

   ブリテン用原稿を

  該当者に依頼した。

 閉会後、カシオにて

 新年会を開催した。



【特別寄稿】  ☆７度目の年男から見た世界とワイズ☆

元国際会長 青木 一芳（千葉クラブ）

 私がワイズマンに（千葉クラブの創立会員とし

て）なったのは、３度目の年男の年、国際協会

創立50周年の1972年でした。その後、色々役を務め、

4度目の年男の1984年に旧日本区の次期理事となって

カナダ東部へBF代表の旅行、5度目の年男の1996年には3年間

の国際会長トロイカをちょうど終え、もうこれで24年間のワイズ

歴は卒業したと感じたものでした。その後の24年間は一種の恩返し

のように、自分の経験を千葉クラブの会報編集や国際大会の折の同時

通訳（解説）に活かして、奉仕を続けてきました。

今年 2020 年は 7 度目の年男。相変わらずコマネズミのように

立ち働いていますが、今まで培ってきたノウハウでは、新味を出

すのは難しいと感じることが多くなりました。そんなシニアワイ

ズの目から見た世界は、どんより立ち込めた煙霧の広野の所々に

チカチカ光が射している、といった風情でしょうか。煙霧とは、

将来に希望が持てない若年層と生活の張りを見失った高齢者とが

孤独な群衆となって漂流している状況、光とは、この煙霧に立ち

向かい、共に生きる意味を求めようと試みる老若の有志の姿です。

願わくは、ワイズメンがそのような有志の一翼を担う者でありますよう

に。それには各地のクラブがその地にふさわしいよい活動を起こして、

メンバーがそのリーダーとなり、地域の人々に、煙霧の中の光と

なる意欲を見てもらうことが求められます。私たち千葉クラブの

有志は、1995 年から 10 年間、千葉 YMCA で国際理解講座とい

う名の楽しい月例勉強会を催し、地域の人 （々老若男女・国籍様々）

に好評をいただいて、何と百回まで継続するという経験を得まし

た。今や情報環境が変わり、同じことは成り立たないと思います。   

では、何ができるか…。まさに暗中模索中です。

                   （青木一芳様、お忙しい中、原稿を有り難うございました。）

アンジュ通信           施設長 相馬 良文

 2020年が始まって早くも1カ月が過                 

ぎました。ワークサポートセンター 

           ‘アンジュ’では、今年初めて「書き初

め」に取り組みました。レザンスタッフ

で書道をされている方が講師となり、道

具の準備や指導をしてくださいました。     

新年初日の活動日となった 1 月 6 日

（月）の午後を使って「書き初め」を

行いました。事前に自分の書きたい文

字を考えてもらっていましたが、いざ

筆を握るといろいろなアイディアが次

から次へと浮かんでなかなか決めるこ

とができない方もいらっしゃいました。書かれた内容は、写真に

もありますように、2020年に因んで「東京五輪」や「高輪ゲート

ウェイ」など興味のある言葉が並びました。ひらめきを活かした

方は、「空」「海」「桜」などとシンプルにまとめられていました。

筆を持つのは小学校以来という方もいらっしゃり、お正月らしい

気持ちになることができました。               

 気持ちを落ち着けて、一文字、一文字に集中した貴重な体験の

ひと時となりました。 

【随 想】

☆‘はつゆめ’…見ました！☆    加藤 利榮

「一富士・二鷹・三なすび」、昔から言われてきたお正月の

二日に見る‘はつゆめ・ベスト３’のことだそぅです。

何を言わんとしているか…、一番目と二番目は分からないで

もありませんが、三番目の「なすび」に至っては、とんと見当

が付きません。そこで有識者（大袈裟な…）に訊ねたり、事典

を引いてみたりして分かったことは～これとて、諸説あるよう

ですが～、「一富士『一年を無事に』、二鷹『思いは高く…』、

三なすび『何か一つ事を成す』を意味する…」と。なぁるほど、

それならそれで何とか合点もいきました…。

 今や‘人生、百歳時代’、ひと頃、そのノウハウを扱った文

庫本がベストセラーになったとか…。顧みて、われらがワイズ、

お正月休みにロースターから拾ってみましたら、1930・31年、

もしくはそれ以前生まれのワイズメンは、東区は 13 名ほど、

ただ驚いたことに、まだクラブ役員若しくは事業担当をなさっ

ておられる方もおられ、何となく頬笑ましく思った次第…。

中にはクラブの歩んできた道筋（歴史）の成り代わりのような

方もお出での様で…、これには頭の下がる思いでした。

 先だって、PCに入ってくるブリテンを拝見していましたら、

山手の上妻さんが、‘お世辞には 卒寿とかえす 初つどい’

と書かれていたのを拝見、心から‘快哉！’と叫んだ次第です。

 ゆくゆくはワイズの世界に‘卒寿連合’など結成されて…、

…といった処で眠りから覚めて…新春の‘はつゆめ’でした。

【哀惜】   ☆樫村好夫さんを悼む☆    加藤 利榮

 ‘あのカシムラさんが亡くなられた…。’

1月20日、区からの訃報連絡で知りました。

 樫村さんとは20年来のご縁で…。日本区が

分かれて2年目の1999年6月、区大会が富士

市の岸壁に係留中の「新さくら丸」船上を舞台

に開かれ、3か月後に迫った北海道･十勝幕別町

で開かれるアジア地域大会のアピール役を仰せつかっていた

私は、着用していた背広からジーパンスタイルに着替えて、

PR にこれ努めました。大会も無事終わり、車に便乗、帰宅

の途に就きましたが、我が家近く、『あっ カトウさん、ずっ

とそのスタイルで…？』と言われ、初めて背広上下を置いて

きたことに気付き、連絡を取った処、‘船は出航しました…。’

と…間もなくまた連絡が…、『富士クラブのカシムラと申しま

す、カトウさんの背広をお預かりしています、…。』というこ

とで、無事戻りましたが、クリーニングまでされて箱に収まっ

て戻ってきたのには驚くとともに感謝の気持ちで一杯になっ

たことが、つい昨日の事のように思い出されます。

以来、彼が理事をされた2004年当時、また07年のシドニ

ーでの国際大会と前後の旅行、そして、拙宅での納涼会にも

ご夫妻で何回かお出で頂けたこと…、一つひとつが思い出に

残るお付き合いに終始しております。入会式になくてはなら

ないロウソク立て、彼が理事当時に全クラブに配付し、以来、

クラブの入会式のキャンドルサービスに活用されております。

今頃は、愛するひろ子夫人の許に…、正に比翼連理、天国

での再会に浸かっておられることと思います…。享年84歳



☆YMCAだより☆   担当主事 瀬戸 俊孝                   

～2020年 最初の社会貢献活動～ 

2020年1月6日（月）より専門学校･学童クラブ･保育園・英語学校･ 

スポーツクラブの湘南とつかYMCAで実施している事業がすべて始まり 

ました。新年、新たな気持ちでスタートしたことと思います。私たち 

YMCAスタッフも短いお休みでリフレッシュし、多くの皆さんを笑顔で 

迎え入れております。 

 2020年は、オリンピックイヤー、YMCAキャンプ100周年など 

様々な記念の年になると思います。そんな中、YMCAでも推進している 

「SDGs」の取り組みの一つとして年明けから 1 か月間、NPO 法人「海

さくら」という団体に協力していただき、ごみについての展示をしま

した。「海の叫び魚（うぉーーー！）」のオブジェには、1体は海岸ゴミ、 

1体は街中のゴミが入っています。海のゴミの8割は街中で捨てられた

ものが、用水路や川によって海まで運ばれていると言われています。 

 これを機会に、先日、リーダー会が中心となって地域のゴミ拾いを 

行いました。今後も、環境や社会に対して少しずつ出来ることを実施

していきたいと思います。

 横浜とつかワイズメンズクラブの皆さま方におかれても、 

是非の知恵とお力添えを今後ともよろしくお願いします。 

☆今月の歳時記から☆

‘椿 つばき’と‘春めく はるめく’

‘椿’、伊豆大島は春が早い。例年、八日ころから椿まつり

が十五日まで開かれる。椿の花は花弁の肉が厚く、つやつや

しい葉の間に大輪の花を付ける。

花が涸れると、花全体が音を立てて地面に落ちる。

落ざまに水こぼしけり花椿     芭 蕉

  椿落ちて昨日の雨をこぼしけり   蕪 村

  赤い椿白い椿と落ちにけり     碧梧桐

  咲き初めし椿に雪の残りをり    はる江

次に‘春めく’、この月のまだ寒い中にも、寒さがゆるみ、

春色が目に見えて濃くなるのが感じられる時がある。南国では、

すでに太陽がキラキラと輝き、子どもたちは戸外へ出て、嬉々

として遊ぶ。私たちの気持ちも生き生きとして来る。

春めける山河消え去る夕かげり  虚 子 

  春めきてものの果てなる空の色  蛇 笏 

  春めきしそぞろ心や衣を裁つ   くに女 

  春めきて水車ゆっくり廻り出す  淑 子 

〈午〉

☆２月・３月のこよみ☆ 

 ２/1（土） Change！2022シンポジゥム・東京Y東陽町･13：00 

2/11(火･休) 横浜YMCA会員大会・湘南とつかYMCA・10:00 

 ２/16(日) ワイズカップ幼児サッカー・舞岡地区センター 

 ２/22(土) 湘南･沖縄部部大会・沖縄サンプラザホテル・17:00 

３/5（金） BAPYチャリティゴルフ大会・戸塚カントリー 

3/8（日） Heart to Heart コンサート・ 湘南とつかホール 

 ３/24(火) 第2例会・湘南とつかYMCA 205号室・18:30

～２・３月例会のご案内～ 

① 今月の例会は以下の様に振り替えます。 

  ◎ 第1例会：２/11横浜YMCA会員大会

     （２/1：区のシンポジュームと重なったため。） 

◎ 第2例会：２/16ワイズカップ幼児サッカー大会 

        & 第2例会・舞岡地区センター 

② ３月の例会は以下の様に振り替えます。 

 ◎ 第１例会：3 /8（日）湘南とつかYMCA主催 

  ‘Heart to Heart コンサート に振り替えます。 

◎ 第２例会：３/２４（火）・１８：３０  

   大事な相談をさせていただきます。 

    ～Happy Birthday～
         大高 聡さん  ２月２７日

         加藤利榮さん  ２月１７日

         瀬戸俊孝さん  ２月 ７日

         吉原和子さん  ２月２４日

 【掲示板】              会 長

◎ 東日本区大会の案内が…

つい先だって、皆さんのお手元に「ご案内」がJTB
から届いていると思います。ご参加のご検討を…。

◎ 会員大会について

① 2月第1例会の振替えです。

② 当日11日は、10時開会です。

③ 出入り自由・無料ですが、2階に「ワイズの部屋」 

 も設置される予定です。

◎ ワイズカップ幼児サッカー大会の件

① 2月16日(日)13：00・舞岡地区センター集合。

② 同センター体育館で開催しますから、運動靴か

スリッパをご用意ください。

③ 市営地下鉄「舞岡」駅下車、徒歩5分ほどです。

④ 江ノ電バス車庫の手前を斜め左に入ると近い。 

◎ ピンクシャツの購入について 

① 前回の「幼児サッカー」の際に着用されましたね。 

 ② お問い合わせは、瀬戸担当主事まで。

年賀はがき当り番号

１６・３７・ 
 ６７ 

 〈後記〉  

       立春も過ぎ大分春めいてきましたね…。

  いよいよ目の前に…！‘Change！2022’を見据えて…。

        （T/K）


