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国 際 会 長 (ＩＰ) Jennifer Jones  (オーストラリア) 

“Building today for a better tomorrow ”  

「よりよい明日のために今日を築く」 

会 長  古田 和彦       アジア太平洋地域会長（ＡＰ）田中 博之 (東京多摩みなみ)   監 事    松島 美一 

副会長  金子 功        “Action! ”  「アクション」                            ブリテン   伊藤 誠彦 

書 記  古賀 健一郎      東日本区理事（ＲＤ）  山田 敏明（十勝）            担当主事  奥薗 一紀 

会 計  大髙 治     「勇気ある変革、愛ある行動！」 

直前会長 金子 功     “ Innovation with Courage, Action with Heart” 

            湘南・沖縄部部長（ＤＧ）森田 幸二郎（沖縄） 

「ワイズを社会に広める基盤の再構築をする」 

     横浜クラブ会長 (ＣＰ) 古田 和彦 

「ＹＭＣＡ、地域、ワイズメンと共に！」 

 “ With YMCA, With Community, With Y’s Men !  

 

「コロナ戦争」 

松島 美一 

 要介護の妻とサラリーマンの娘と

暮らし、平日の外出がままならず、ワ

イズの会合も欠席がちでした。ところ

がコロナウィルス禍の発生で、娘が在

宅勤務と称し平日も家にいるようにな

りました。もっとも昼間は自室に籠も

り、居ないはずの上司、同僚との会話の声が漏れてきます。

私が外出できる状態になってもワイズの会合の方が休会とな

り、世間の目とかの問題もあり、"Stay Home"を強いられて

います。 

 教会の礼拝も出席者少なく、互いに席を離して座っていま

す。讃美の歌声も空元気に響きます。礼拝後もマスク姿で会

話少なく、皆そそくさと家路に就いています。なんとなく戦

時中の空襲警報、警戒警報下を連想させます。日米戦争中「女

-子供」は疎開したものですが、コロナ相手では疎開もできず、

自宅で息をひそめるだけです。戦争指導者、政治家も鬼畜米

英相手のときは元気軒昂でしたが、コロナ相手では白旗挙げ

んばかりの風情。ひたすら自粛の声のみ響いています。 

 神様どうか早くコロナを退治してください。 
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＜５月の行事予定＞ 

ＥＦ／ＪＥＦ 

日 曜 時間 行事内容 場所 

14 木 18:30 横浜クラブ第一例会 中止 

28 木 17:00 横浜クラブ第二例会 持ち回り開催 

30 土 17:00 横浜Ｙ会員総会 書面決議開催 

＜今月の聖句＞ 

大江 浩 

「なぜなら、わたしは弱いときにこそ強いからです」 

  （コリントの信徒への手紙Ⅱ 第12章10節） 

(新型コロナウィルスのパンデミックによる命の脅威にさらさ

れて、「わたし」である一人ひとりが恐怖と不安で震え、他者

と距離を置き、Stay Homeによって孤立したり、心が「弱く」

折れそうになっています。しかし「わたしたち」は繋がる（新

しい繋がり方の工夫は要りますが）ことで、共に生き「強く」

なれると信じたいという想いです。) 

 

今月のひとこと 
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第 3回評議会報告 

古田 和彦 

１．開催日時・場所・方法 

本来は 4月 18日（土）に横浜中央ＹＭＣＡにて開催の予

定であったが、新型コロナウイルスのため、メール及びファ

ックスを利用して開催した。 

1)  議案提出・報告書提出：4月11日（金） 

2）議案郵送：4月13日（日） 

3）議案審議：4月14日（月）～17日（金） 

4）採  決：4月18日（土）～20日（月） 

5）結果布告：4月25日（土） 

２．議案とその採決結果 

1）第1号議案「第1回評議会（2019年7月27日）、第2回

評議会（2019年 11月 30日）議事録の承認について」は、

条件付承認となった。記録に記載漏れや、事実と異なる表

現があり、その訂正を条件に承認された。→記録は修正済

みで配布された。 

2) 第2号議案「湘南・沖縄部 部長選出方法について」は、

否決された。内容は、概略、立候補者・推薦者がない場合、

各クラブの輪番制にし、そのクラブの責任において部長候

補を提案する、また、輪番制については設立の古い順から

とする、との提案であった。しかし、事前の役員会では、

輪番制について大方の異論がなかったものの、具体的順番

についての合意はなかったとの認識が全体の意見であり否

決された。 

上記から次期の次期部長が未定のままであり、早急の対応が

求められている。 

「入会のご挨拶」 

佐竹 博 

 横浜ワイズメンズクラブの皆様、いつ

も横浜中央ＹＭＣＡはじめ横浜ＹＭＣＡ

をお支えいただきありがとうございます。

日ごろからのご奉仕、感謝申し上げます。

3 月よりコロナウイルス感染防止のため

に、ＹＭＣＡも多くのプログラムを休

止・中止の対処をしたため、休館中にはワイズメンズクラブ

はじめ皆様の集会や、活動場所への制約などご面倒をおかけ

しておりますこと、お詫び申し上げます。 

今年度より横浜ＹＭＣＡ総主事を拝命いたしました、どう

ぞよろしくお願いいたします。私は、横浜クラブへの2回目

の入会となります。前回の入会時は日本ＹＭＣＡ同盟に出向

していた2004年から2006年度でした。日本ＹＭＣＡ同盟で

は東日本区の連絡主事として、主に東日本区役員会の皆様と

ご一緒させていただきました。連絡主事としてどこかのクラ

ブに在籍する必要があり、出向元である横浜ＹＭＣＡで活動

される横浜クラブに入会いたしました。 

その間に髙田一彦さんが東日本区理事となり、横浜クラブ

の皆さん中心に理事キャビネットとして支えておられ、私も

同盟連絡主事として、メンバーとして一生懸命サポートさせ

ていただいたこと懐かしく思い出されます。 

同盟からの帰任後も横浜クラブの皆様とはよくお会いする

機会に恵まれました。「かっぽうぎ」の前で何度もお声掛け

していただきましたが、ほとんどお付き合いできず失礼いた

しました。今後はクラブメンバーとなりますので、皆様との

交わりの時間を取り返してまいりたいと思います。 

 現在、横浜クラブからは日本語スピーチコンテストはじめ、

ウエルカムフェスタ、チャリティーラン、幼児サッカーイベ

ントなど多くの活動に共催、協働、ご支援をいただいており、

横浜クラブはＹＭＣＡプログラムの強力なサポーターです。

日本で3番目の、そして東日本区では最初のワイズメンズク

ラブであり、本年90周年を迎えられる横浜クラブの皆様には、

これからも横浜ＹＭＣＡを力強くお支えいただきますよう、

よろしくお願いいたします。 

（佐竹さんの入会日は5月1日付です） 

「離任・退会のご挨拶」 

青木 一弘 

台北ＹＭＣＡ出向帰任から中央ＹＭ

ＣＡに配属となって8年、横浜ワイズの

皆様には大変お世話になりました。担当

主事として至らぬ点も多々ありましたが、

皆様のサポートのおかげで有意義な時間

を過ごすことができました。毎月の例会、

上郷森の家での1泊研修、厩の食卓での納涼会、日本語スピ

ーチコンテスト、ウエルカムフェスタでのバザー、チャリテ

ィーラン、忘年会･･･など、つい昨日の出来事のように頭の中

に思い浮かんできます。ＹＭＣＡにおいて貴重な経験を共に

した横浜ワイズの方々との出会いと、多くのご支援・ご協力 

に感謝致します。本当にありがとうございました。 

私は、4 月からも中央ＹＭＣＡにおりますので、皆さんに

お会いできる機会は、これからも多々あることと思います。

今後ともどうぞよろしくお願い致します。 

「新型コロナウィルス － 政府批判に想う」 

齋藤 宙也 

新型コロナウイルスの影響で次々と会

合が消え、ついには裁判の期日や相談業

務も消えた。しかし、本業の相談は少な

くなく、起案もまだまだあるという感じ

であった。そのため、ほとんど事務所に

いるにもかかわらずやることが終わらず、

忙しい状態が続いてきた。4月 11日時点（註：寄稿の時点）

で、ようやくひと段落したという感じである。 

新型コロナウイルスをめぐる政府の対応については、種々

の議論がある。全国一斉休校の要請、緊急事態宣言のタイミ

ング、給付や補償の有無や額･･･いつになく国民一人一人の生

活にかかわるテーマであり、様々な議論がなされてしかるべ

きである。ここで、何より問題なのは、表向きは政権の外部

にいて、「非常時だから政府批判するな。」と唱道する著名

人である。 

日頃から右派系の言動をしている著名人はともかく、なま

じファンが多く、日頃政治について意識していない人にも影

響力をもたらす人物が政権批判を封じ込めることの方が、国
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家権力が直接政権批判を封じ込めるよりも、ある意味では言

論の自由に対する委縮効果は高い。 

医療現場が本当にひっ迫しているのは事実であろう。また、

医療現場の皆さんに敬意を表するのも当然である。なるべく

医療関係者の負担にならないようにすべきであることも理解

できる。しかし、それがなぜ、政府を批判してはいけないと

いうことに結び付くのか、その論理的関連性は分からない。 

 百歩譲って、国会前で密集してデモでもしているというの

であれば、「そんなやり方で批判している場合じゃない」と

いう主張はあり得る。しかし、平穏に政府批判をすることが、

感染のリスクを高めることには全くならない。 

私は、感染症の専門家ではないので、ダイヤモンド・プリ

ンセスの乗客乗員に対する対応や、一斉休校の中身としての

（プロセスは論外だが）正当性や、ＰＣＲ検査をもっと増や

す余地があるかどうかといった議論について、明確に論評す

ることはできない。しかし、議論すること、批判すること自

体を封じ込めることは絶対に許してはいけない。ほんの約80

年前、議論すること、批判すること自体を封じ込めてきた社

会がどのような末路を迎えたか、本ブリテンの読者の多くは

身をもって経験してこられたはずである。 

 政府批判に対抗してくる勢力は、批判の内容が的外れだと

反論することはほとんどなく、平時であれば「政治的中立だ

から」、平時でなければ「非常時だから」と称して批判する

こと自体を封じるのが顕著な特徴である。内容への反論はで

きないことが多いようなので、必要があれば臆せず声を上げ

続けるのが正解であると言える。 

「新型コロナと我が家」                     

                  大髙 治         

昨年 11 月武漢での新型コロナウイル

スの発生は、12月8日ＳＮＳで外部に漏

れましたが、多くの国々では対岸の火事

との感がありました。翌1月23日の春節

からの武漢閉鎖の直前に5百万人が逃亡

しました。ここから新型コロナは全中国

に、そしてわずか3カ月で全世界に広がったのです。 

2月16日横浜市長は不要不急の外出、営業自粛を要請しま

した。横浜クラブは3月26日の第二例会を最後に、会合を中

止しました。また私の所属するボランティア団体では、初夏

の一大行事「世界トライアスロン横浜大会」がキャンセルに

なり、シニアクラブの年度末、年度始めの重要な会合も中止

になりました。グラウンド・ゴルフの練習や大会、5 月中旬

の1泊旅行も中止。補助金申請は郵送でした。前例のないこ

とばかりです。一向に減る様子のない感染状況のニュースを

見ながら、皆落ち着いて政府や地方行政の要請に積極的に応

じようとしています。以下私の周りの出来事です。 

● 家族のみの49日 

弟の家では義母の通夜、葬儀が 2月 20日、21日に執り行

われました。私と妹は車中マスクをつけて行きましたが、マ

スク姿の参列者は一人もおりませんでした。茨城県の感染者

第1号は3月17日と遅かったからと思います。3月からの主

要都市での外出自粛の要請を考慮、弟は 3 月早々に 3 月 28

日予定の49日の法要と納骨を近親者のみで行い、親戚や隣人

の参列辞退を決めました。 

一方3月31日「某市での通夜、葬儀でクラスター」とのニ

ュースが飛び込んで来ました。弟の「49日法事の参列者制限

は英断」でした。 

● ラオス、ワイズを繋ぐ 

発展途上国の教育の普及に取組むＮＧＯ、Plan 

International に席を置く姪（妹の娘）家族がラオスから 3

月28日急遽帰国することになりました。ラオスでもコロナの

感染者が出始め、医療上の問題もあり職場から帰国を勧めら

れたのです。姪にとっては長年の念願が叶い、理解ある夫と

今年4月小学校入学の長男と共に、昨年の12月初め、ビエン

チャンに赴任したばかりだったのです。 

姪の家族は外交官の子息の同行を依頼され、バンコック空

港で11時間待ち、羽田着の最終特別便で帰国出来ました。戒

厳令下のタイでは一番安全な空港内に留まったのでした。こ

の緊迫感、乗物は違うが終戦後の引き揚げを思いだします。

羽田からは公共交通になるタクシーには乗れません。私の車

をオファーしたが、「高齢者ドライブと感染予防の為」妹に

拒否されました。姪たちは夫が運転するレンターカーで家に

たどり着けました。 

4月 1日届いた横浜とつかクラブの 4月号のブリテンに、

京都パレスクラブの大野嘉宏様の特別寄稿がありました。在

京都ラオス人民民主共和国の名誉領事をされており、加藤ワ

イズとは長年のお知り合いとのことです。ラオスでの中学校

の建設を始めとして、京都市とビエンチャン市の親善交流に

貢献され、小象4頭を京都に、中古のバス34台をビエンチャ

ンに相互に寄贈する仲介の大役を果たされました。 

姪を元気付けようと許可を得て寄稿文を送りました。 

「ラオス及び京都に非常に大きな貢献をされていらっしゃ

る方なのですね。ラオスにゆかりのある方にはなかなか日本

にはいらっしゃらないので大変嬉しいです。ビエンチャンの

街で、バスも見かけます。日本の国旗がついており、見るた

びに日本人として誇らしい気持ちになります。こちらの方が

尽力されたとは知りませんでした。」と姪はその感動を大野

様に伝えております。 

 コロナの感染が早く落ち着き、姪たちや私も加藤ワイズと

共に大野様にお目にかかれる日を楽しみにしております。大

野様からも「寄稿して良かった。これぞワイズの繋がり」と

のコメントを頂きました。 

姪の息子は2週間の自宅待機中に入学式がありました。校

長先生の好意で校門から校庭の式を眺めたとのことです。だ

が、彼は恵まれています。ラオスのインターナショナルスク

ールに入学していました。オンライン授業が横浜でも受けら

れるのです。横浜の小学校１年生とインターナショナルスク

ールの1年生の同時進行ですが、横浜の小学校は休校。もし

日本の小学校にもオンライン授業があったなら、彼はどうし

たのだろうか。 

● もう一人の姪ＮＹにいつ行けるだろうか 

兄の家には３月中に乳幼児を連れてNew Yorkに滞在中の

夫のもとに赴任の予定だった姪がおります。ＮＹは4月に入

りコロナ感染の最悪の都市になりましたが、3月までの心配

はアジア系に対する市民のいやがらせの懸念でした。そこで

5月への延期を決めたのです。ＮＹで買えない日本の食品は、

かつてはサザエのつぼ焼きとフグと言われていました。だが、
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Teleworkをしながらの買い物は品不足もあって難しくなっ

て来たそうです。マスクやレトルト等々を送る頻度が増した

と兄は言う。アメリカでは4月末から一部の閉鎖を解く方向

と報じられていますが、5月に赴任することは出来るだろう

か。 

● 双子の高校新入生、学校に何時行ける 

息子家族は阪神地区に住んでいます。双子の兄弟は高校受

験。感染状況上位の地区での受験はどうなるのだろうか。幸

い、希望の公立高校に合格出来ました。しかしながら、入学

式は行われず、「入学許可説明会」でした。その日以降2人は

在宅学習に励んでいます。教師からのメールでの指導もある

ようです。神戸市は昭和20年に何度も空襲を受けました。75

年前の旧制の中学生は誰もが、まともな入学式や授業を受け

られなかったはずです。今87～8歳になる先輩は、食べ物を

はじめ無い無いつくしの時代を乗り越えて平和日本、豊かな

日本の建設に貢献しました。 

日本は中国からのコロナ第１波を乗り越え、4 月末現在欧

米からの第2波と戦っています。休校は5月末まで続くでし

ょう。だがまだ第 3波、第 4波の襲来が予想されています。

「今より悪くなることはないと前向きに行動すれば、多くの

ことがPositive Spiralの中で解決出来るはず。君たちは2人

力だ！」これを入学祝いの言葉としたいと思います。 

第 二 例 会 報 告  

                     古田 和彦 

日時/場所：4月15日～18日の間、メールによる持ち回りで

開催 

出席者（メール発信者）：伊藤、大髙、金子、古賀、古田 

協議・確認・検討事項 

1. 行事予定 

・予定が示されたが、新型コロナウイルスのため流動的。 

2．協議・報告事項 

1）5月の例会について 

・4月同様、状況の改善はないと判断し、中止とする。 

・今後の活動のあり方については会員各位に意見を求める。 

2）佐竹博氏（横浜ＹＭＣＡ総主事）の入会を5月1日とする

こととした。 →部・区に対する手続き完了済。 

3）4/18予定の部評議会はメール・ファックス等での持ち回

り開催となり、出席義務者は議案に対する賛否を4/20まで

に会長に伝え、会長がまとめて提出する。→提出済み 

4）5月ブリテン計画を承認した。なお、原案に加えて、持ち

回りの4月第2例会報告も載せることとした。 

5）6月以降の例会について 

・ 6月は、次年度計画について古賀次期会長からの提案待ち。 

・７月は総会となる。 

・依頼済の大江ワイズの卓話は、いったん白紙とし、環境が

整い次第改めてお願いする。秋元美幸氏もそれに準じる。 

6）横浜クラブ90周年記念行事については、第2例会でひと

つづつ詰めていくことにしているが、新型コロナの影響か

ら現状通りでよいかどうか検討が必要である。仮に、規模

を縮小する場合、会場変更などはいつまでにしなければな

らないか確認する必要がある。 

7）9月1日（火）に予定していた日本語スピーチコンテスト

は中止する旨連絡を受けた。 

8）当クラブを今後どのように運営していくことが必要か、例

会の持ち方、活動内容、特に、新しい会員を迎える方策に

ついて、会員各位の忌憚のない意見を求めることとした。 

 

 

 

担当主事 奥薗 一紀 

 緊急事態宣言により、横浜ＹＭＣＡの諸事業のうち、健康

教育事業、語学教育事業、専門学校事業、オルタナティブ事

業は休止しております。一方、保育園事業、学童保育事業、

高齢者事業、児童発達支援事業については継続して、開所し

ています。 

 事業休止を要請されたなかにありましても、それぞれの事

業においては、会員の方や学生とのつながりを大切にするた

めに、ＷＥＢを活用した取り組みが行われています。健康教

育事業では、会員限定プログラムとしてZoomを利用したラ

ジオ体操を始めました。直接の関わりが難しい中にあっても、

つながりを継続することを願い、はなれていてもつながって

いることに気づいてもらえるプログラムになっています。 

 私の所属します専門学校においても、休止要請のなかにあ

りますが、レポートの提出など課題を課したり、外出自粛中

の学生の健康状態を確認するためにMeetを利用してコミュ

ニケーションを図る取り組みが継続されています。 

 また、日本ＹＭＣＡ同盟が主催します「共同の祈り」が開

催されました。はなれていてもつながっているオンライン礼

拝として、学校や活動に参加できないユースを支え、励ます

ことを目的にしています。アジア・世界のＹＭＣＡでも祈り

と連帯が呼びかけられており、私たちはポジティブネットの

ある社会の実現のために、共に祈り、活動を継続することの

大切を確認できたのではないかと感じます。今後の予定は次

の通りとなります。ご承知おき下さい。 

5月22日(金)18:00～「世界のＹＭＣＡ、そして女性」 

6月12日(金)18:00～「会員・ワイズメンズクラブと共に」 

（奥薗さんの入会は前任の青木担当主事と交替した4月１日

付です、自己紹介は６月号に掲載予定） 

 ６ 月 の 行 事 

日 曜 時間 行 事 内 容 場所 

 2 火 19:00 Ｙ－Ｙｓ協議会 中央Ｙ 

6   東日本区大会 帯広 中止 

11 木 18:30 横浜クラブ第一例会 中央Ｙ 

20 土 14:00 第4回部評議会 中央Ｙ 

25 木 17:00 横浜クラブ第二例会 中央Ｙ 

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、ＹＭＣＡ奥薗一紀にご連絡下さい。  

メール okuzono_kazuyoshi@yokohamaymca.org 

電話  045-661-0080 

 

ＹＭＣＡ

だより

ＹＭＣＡ

だより

★ 強い義務感をもとう 義務はすべての権利に伴う ★ 

mailto:okuzono_kazuyoshi@yokohamaymca.org

