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東日本区理事主題
湘南・沖縄部長主題

信念のあるミッションー恵みを数えようー
愛を持って奉仕をしよう
原点に立って、未来へステップ
一人ひとりが愛と平和の種をまこう！

部長主題 「一人ひとりが愛と平和の種をまこう！」
2015－2016 年度 湘南・沖縄部部長

今城 高之
新年あけましておめでとうございます。
２０１６年が、皆様にとりまして幸多き年となりますよう祈念いたしております。
さて、昨年７月にスタートした２０１５－２０１６年度も、昨年末をもって既に道半ばとなりました。スタ
ート時に思い描いていた様々な構想について、既に、達成しえなかった理由を考え始めている自分を発見し、
情けない思いに駆られています。２０１4 年の秋に開催された次期部長研修会の席上、先輩ワイズから、部長の
役割が始まるのは来るべき７月ではなくて、今この時点からですよ、と諭されたことを思い出します。
その時は、自分の「期」が始まればなんとかなるだろう程度の思いしか抱かなかったことを深く反省します
が、既に半年が過ぎ去った現在、そんな反省など何の意味もないことが分かります。残る「期」を精一杯頑張
るしかありません。
そういうことで、湘南・沖縄部の半年間の内で特記すべき事項について記載してまいります。
1）ワイズ活動の基本について
今期掲げた部長主題は標記の通りですが、果たしてこれでよかったのでしょうか。 個人の心情あるいはク
ラブの標語とするといい文語であったと思われますが、部の目標として掲げるには、具体性に乏しかったので
はないでしょうか。各クラブが、主題をそれぞれの活動に落とし込もうとした場合、余りにも漠とした感を持
たれたのではないかと案じます。
たまたま、
【ワイズ読本】を見ていると、私が人生の師と仰ぐ、故今井鎭雄先生の寄稿文、
「世代を超えて伝
えたいこと」のサブタイトルに、
『今、私達に求められているのは、
「人に寄り添って生きる」ということでは
ないだろうか』と書かれていました。
主題を決めた時の思いは正にこのことであり、何故このように端的に表現しなかったか悔やまれます。 私
の思いをご理解いただけると幸いです。
その意味からも、湘南・沖縄部が参加した YMCA の活動の中で、８月初旬の第２２回 AIDS 文化フォーラム、
１０月の第１８回インターナショナル・チャリティーランは、人に寄り添う、という意味で極めて相応しい活
動でした。前者は、差別の対象となりやすい様々なマイノリティーのことを互いに学び、理解し合い、共に生
きることを目指す活動であり、後者は、多くの方々が、様々な形で参画し、募ったファンドを活用して弱い人
たち（特に子どもたち）に手を差し伸べる活動です。正に、
「寄り添う」活動であり、ワイズの基本である YMCA
サービスの観点からも有効な活動と申せます。
2）部会
当部の部会は例年通り９月最後の土曜日に開催されました。会議室を有する施設（ホテル等）において部会
と懇親会を開催してきており、今期は、過去にも使用したことのある、県関係団体を母体とするワークピア横
浜にて開催しました。参加者総数は６７名を数えましたが、内、相当数の区関係者や他部の方々がおられました
ので、部所属クラブ会員の参加は、沖縄２クラブの事情を除いても５０％以下に止まりました。毎年、若干の
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変動はあるとはいえ、このレベルというのは寂しいものがあります。部に所属する仲間が一堂に会する唯一の
機会であるにもかかわらずです。問題がどこにあるのか、真剣に分析してみることが必要ではないでしょうか。
プログラム内容、参加費用、ロケーション、開催日時、開催場所、等々、様々なファクターが複合的に入り混
じったものであるとは思いますが、ネガティブ要因を一つ一つ潰して、
「部会」の名に恥じないイベントにし
てゆくことが必要でしょう。次期役員への協力が、せめてもの償いと感じています。
3）Y-Y’s 合同新年会
１月１６日には、恒例の横浜 YMCA との合同新年会を開催します。
Y’s も Y も、できるだけ大勢の方々が参加して、互いに新年を迎えたことを喜び、来るべき１年間の多幸を祈
り合いたいと思います。
4）第２回公式訪問
１月後半には、各クラブの事務例会（役員会）を訪ねさせていただく、第２回公式訪問を実施したいと考えて
います。各クラブ役員の方々と忌憚のない話し合いの場を持たせていただければ幸いです。部長という立場に
あっても、部内部のことでなかなか気づかないことが多々あります。より良い湘南・沖縄部に向けて、活発な
ご意見を賜るようお願い申し上げます。
5）沖縄公式訪問
恒例の、湘南・沖縄部長沖縄公式訪問を１月３０日（土）に行います。
同日午後三時より「部評議会」を開催し、その後、沖縄２クラブの合同例会に出席させていただいた後懇親
会に参加させていただきます。今回は、会場を、沖縄 YMCA にお借りすることができることになりました。日
頃、なかなか交流のできない沖縄の仲間たちと親しく交わることにより、湘南・沖縄部の結束強化が図られる
ものと期待しています。部評議会もあることから、各クラブの役員の皆様はもちろんのこと、出来るだけ多く
の会員の皆様が参加されんことを期待しています。
6）部人事について
次々期部長候補が定まらないまま年を超えてしまいました。毎年のことですが、当部にとっては、一番頭の
痛い問題の一つです。自薦あるいはクラブ会長推薦もないまま開催した次年度次期部長選考委員会では結果は
得られず、その後の、部長による折衝も成果を見ないまま年を超えた次第です。
現在、
これまでの実績、
ローテーション等の観点から妥当と思われる某クラブに検討をお願いしています。
同クラブ会長も、妥当性についてはご理解いただいているものの、実際の候補者選びは難航しています。何
れにせよ、本件は毎年発生する悩ましい案件であることから、別途場所を設けて、長期的観点からの選任ル
ール作りを行う必要がると存じます。
「次期会長・部役員研修会」を３月５-６日に控え、一日も早い解決が期待されます。
7）会員増強について
部報１号にも記載していますとおり、今期の会員増強の目標として、各クラブ２名の増強を目標として掲
げました。昨年１月の半年報では、総数が１３４名であり、所属８クラブそれぞれが２名の増強を図ることができ
れば総勢１５０名になるという思惑でしたが。しかしながら、諸般の事情から、７月１日の半年報ではすで
に１６名の減員で、その後の、会員増強活動も、一部のクラブを除いて芳しくないことから、目標達成が極
めて困難な状況と言わざるを得ません。各クラブにおかれましては、残る６ヶ月の間、更なる努力を続けて
頂きますようお願い申し上げます。
8）協働プログラムの実施について
年度当初、今年度の基本方針の中で、各クラブの域を超えた部としてのプログラム開催を目指したい旨述
べさせていただきました。
一案として、部における研修会（１泊）の開催などを検討してまいりましたが、具体案もないまま時間が
経過し、諸般の情勢から、部三役で協議した結果、今年度は断念せざるを得ないとの結論に至りました。第
１回評議会においてご了承いただいた案件であることから、中止につきましても次回評議で正式にお諮りす
べきことではありますが、各クラブの研修計画等に何らかの影響があることに鑑み、この場をお借りして中
止のご連絡をいたします。
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“年頭所感”
湘南・沖縄部次期部長
若木 一美
（横浜とつか）
新しい年を迎えました。6 か月後には部長職を務めさせていただきます。どうぞよろしくお
願い申し上げます。
今私の手元に昨年 12 月 25 日に発行された「でこぼこ 50 年」
（ともに生きる ともに創る 時
を大切に）という１９０頁程度の小冊子が届きました。
でこぼこ運動は１９６２年１２月２５日小田原市に居住する K 氏が「人間が好き」
「人間の広場」作りを目的に
自宅に隣接する鶏小屋を開放して始め、その後月一回２０頁位の「でこぼこ通信」を発行し、生活の中で感じた
こと、よろこび、怒り、かなしみ、主張、訴えたいことや詩や俳句、カットを原文のまま通信に自由に参加でき
る。
「でこぼこの家」では誕生会や話し合いの広場、テーマをもったつどいを開催し、規約や名簿もなく通信の定期購読
料と経済協力費のみで５３年続いています。
K 氏は「もっともっと見知らぬ人々と出会い自分の世界を大きく広げたい。もっともっと生き方や考え方のちが
う人々と話し合い真理を求めていきたい。もっともっといつでも、だれでも、素朴にふれあい互いの生命を大切
にして共に生きていく心を持ち高め合っていきたい。もっともっと“でこぼこのこころ”が生き生きしたでこぼ
こ通信に、でこぼこのつどいに、一人ひとりの小さい力を寄せ合って生活の中に根をはった大きな”人間の広場“に
していきたい。」と語っておられます。
さて、私たちワイズの運動も難しいことはさておき、
「人間が好き」
「人間の広場」を求めて会員になっている
人が多いのではないでしょうか？K 氏のことばにあるように小さい力を寄せ合って、素朴にふれ合い、自分の世界
を大きく広げたいから会員を継続しているのだと私は理解しています。
先日の次期部長研修会でも会員を増やそう、若年層を巻き込もうと熱く語られていましたが、私たち一人
ひとりがこの仲間達から得たこと、考え方のちがう人々と話し合って学んだこと等「人間の広場」であるこ
とを忘れて、組織だけを大切にすることがあってはならないと思います。
K 氏と同じように「人間が好き」で 46 年間さまざまな団体で活動を続ける私の思いです。
明るく、楽しく、元気よく、湘南・沖縄部のみなさまと活動をしたいと思います。よろしくお願いいたし
ます。

“新年に思う”
湘南・沖縄部直前部長
峯尾
舜
(金沢八景)
元旦は雲一つない好天に恵まれ、皆様方明るく、清々しい新年を迎えられたこととお慶び申し上
げます。
私も、久し振りに初日の出を拝もうと地域の方々と近くの山に登りました。皆で談笑する中、水平線から顔を出した
赤く、大きな日輪に柏手を打ち、朝陽に映える富士山を仰ぎ、心新たに一年のスタートを切りました。
今年の干支は申。動物の猿と違い「申」に示偏を加えると「神」、人偏を足すと「伸」に変わります。私も「申」にあや
かり、自分自身が成長（伸びる）するよう更に精進すると共に、YMCA 支援、地域奉仕活動を通じ、ワイズの発展、伸
伸長にこの一年、より一層努力し汗を流していきたいと思います。長にこの一年、より一層努力し汗を流していきたい
と思います。かり、自分自身が成長（伸びる）するよう更に精進すると共に、YMCA 支援、地域奉仕活動を通じ、ワイ
ズの発展、伸長にこの一年、より一層努力し汗を流していきたいと思います。
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部事業主査からのメッセージ
地域奉仕事業主査 佐藤 節子(厚木)
前期の振り返り
日頃より、地域奉仕活動のご協力に感謝申し上げます。
・前期の振り返りでは、部会にて各事業主査の分科会は意味あるものと思いました。
主査というお役目を頂きながら、ともするとあっという間に 1 年がスルーと過ぎて
しまいます。今回、初めての企画ということもあり、全体的に時間が押せ押せ部分もありましたが、今後
の活動への更なる一歩になるのではないかと思いました。
・ＣＳ／Ý サ事業支援金申請なされたクラブより経過報告します。
クラブ名
事業名称・事業概要
横
浜 横浜 YMⅭA「日本語スピーチコンテスト」
横浜 YMⅭA 学院専門学校日本語学科主催の支援
沖 縄 那 覇 沖縄 YMⅭA 障害児キャンプ「あめんぼキャンプ」
場所：東村つつじエコパーク 参加人数：障害児 20 名リーダー40 名
横 浜 と つ か 『点字絵本ライブラリー“Ｌeaf”』
子ども用絵本を透明点字シートにして製本し直し、貸出図書館の創設
を目指している日本唯一の団体
厚
木 「ペーパー衣装ファッションショーで大変身」
厚木市内老人ホームにて交流を深め、おしゃれ心と非日常を共有する
金 沢 八 景 台湾研修生のホームスティ受け入れ 8 名 ICCP－Ｊの一環。
八景島マリーナ（水族館）・夏祭りなど案内。通算３泊 4 日

実施日程
2016 年 2 月 24 日予
定
2015 年 8 月 17～19
日
2015 年 7 月 4 日

2016 年３月予定

2015 年 7 月 17～19
日
8 月 14～15 日
横 浜 つ づ き 第 5 回 You ＆コンサート～あなたとわたし，障がい児・者とともに～ 2015 年 10 月 3 日
バリアフリーのクラッシックコンサート。
400 名余の来場者があり、あなたとともにの題名通り障がい児（者）
の方も多く関係が深まった。
終了クラブはお疲れさまでした。
・東日本区地域奉仕活動イベントのお知らせ
「ⅭS 写真コンテスト」作品を募集しています。
対象写真：2015 年 4 月～2016 年 4 月までに撮影された CS 活動を題材とした写真。
応募資格：クラブメンバーおよびメネット、コメットが撮影したもの。各クラブ５作品まで。
応募期間：2016 年 3 月 16 日～4 月 30 日
詳細問い合わせ 事業主任相川達男（東京江東クラブ）
あと半年 後期もよろしくお願いします。

EMC 報告
会員増強事業主査 浦出 昭吉（横浜とつか）
年度当初に、
「…各クラブとも、最低 15 名の仲間を確保しようという決意を固めてい
ただくこと…。
」と申し上げ、また「…15 名に到達していないクラブは、是非、早急に
その実現に取り組んでいただき…。
」
、そして「…その目的が果たされ、あるいは既にそ
の目標を達成されたクラブは、更に、会員 20 名の確保に全力投球をして…。
」と部報 1
号でお願いしました。
今期、118 名でスタートしたわが湘南･沖縄部、現在のメンバー数は 121 名で、3 名の
新会員が仲間入りしました（横浜：2、厚木：1）
。目標には、まだまだほど遠い数字です。
今期は、何としても最低、各クラブ 1 名の獲得、従って部全体としては 8 名に…と願っております。
是非、後半において、各クラブとも頑張ってください。
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「ご協力のほど宜しくお願い申し上げます」
国際・交流事業主査 伊藤 康一(沖縄)
新年あけましておめでとうございます。本年も宜しくお願い申し上げます。
さて、2015-2016 年度も半期が経過致しましたが、柳澤国際・交流事業主任の活
動主題「ユニークな交流の輪を拡げよう」を、改めまして共有をさせて頂きます。
1．担当事業：BF, EF, TOF, IBC/DBC, UGP(RBM), YES
2．活動方針：地域と共にクラブと部が主体になり国際社会に貢献する
3．課

題：①各献金事業の理解 意義、使途、効果実績を明らかにする
②2016 年 8 月 4 - 7 日の台湾 国際大会（次年度）

4. 目

標： ①各種献金意義の理解を得て、全６２クラブが献金を行う
②RBM（ロールバックマラリア）の 3 年延長により、PR と献金協力を進める
③アジア大会、国際大会を IBC/DBC の交流機会とする
また、目標数値も下表のとおりとなります

つきましては、納入日を迎えますので、ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

「ユースに寄り添って」
ユース事業主査 天野 皓司(横浜)
ユース事業の何であるか知らないまま主査担当となり、「ユース事業を知ろう」を
主題として先ずは現状を知ろうとスタートした。東日本区のユース事業委員にも指名
され、毎月開催される委員会に努めて出席するようにした。そして 9 月山中湖で開催
されたユースボランティア・リーダーズフォーラムに参加し、ユース事業の一端を知
ることができた。このフォーラムは YMCA のボランティアリーダーを対象とした研修
と交流の場で、ワイズメンズクラブが全面的に資金援助しているユース事業の一つである。フォー
ラム運営のため 34 名ものワイズメンが参加し、フォーラムを支えていた。ワイズメンズクラブの最
大のミッションは YMCA を支えることであり、それは他ならぬユースを支える事である。ユース事業
を知る上でも、部からも多くのワイズメンが参加される事を期待したい。
一方 9 月の部会では、初めての試みとして事業ごとの分科会が持たれた。これまで部の事業はや
や停滞気味であったが、今回の分科会は部の活性化に資する時宜を得た良い企画だったと思う。こ
れまで知り得たユース事業の現状を簡単にメモし、参加者に配布してディスカッションした。若者
を育てることの重要性は分かっていても行動に移らない、YMCA から離れてゆく若者を繋ぎ止めるこ
とが出来ない等、多くの問題・悩みが提起されたが、20 分の短い時間では消化不良であった。事業
を知る上で良い企画であり、次年度に繋げてゆければと思う。
最後に、事業主査方針でも掲げた横浜 Y3 とのコミュニケーションについては、残念ながら進展し
ていない。活動そのものが停滞もしくは休眠状態と聞いており、何が問題なのか引き続きコンタク
トを試みたい。
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「各クラブ会長メッセージ」
横浜クラブ会長
金子 功
今年度の部長方針の重要項目に会員増強があります。会員減少の防止並びに増強はワイズ活
動継続の生命線であるとして、各クラブで少なくとも２名の増員を目標として欲しいというも
のです。
その意味では、横浜クラブは幸運にも７月に２名、１０月と１１月に各１名、合計４名の入
会者があり、昨年度の２名の退会者を差し引いても部長方針のノルマを達成したことになりました。今城部長に
は入会式の立会人として都度ご臨席いただきお祝いとともに励ましの言葉をいただき、入会者のみならず同席したクラブ
会員全員にとっても大いに刺激になりました。お蔭様で８月の納涼会に続く１０月のチャリティーランや１１月のウェルカム
フェスタへの協力参加者が例年よりも増加し、クラブ会員の結束力が増したように思えます。
１２月１５日には横浜クラブは創立８５周年記念を迎えました。大がかりな周年行事は行いませんでしたが、
今日までクラブを導いて下さった神様の恩寵と、横浜ＹＭＣＡ関係者並びに諸先輩たちに感謝を捧げる記念会を
例会の形で行いました。この例会には、仕事の関係と、たまたま体調を崩された二人のメンバーを除き全員が出
席しました。例会や各種行事に参加してワイズの仲間たちに会うことが楽しみであるようなクラブ運営に一歩近
づいたような気がしております。
横浜クラブは、その特徴として会員が横浜中央ＹＭＣＡを中心とした同一地域からではなく、横浜、川崎、横
須賀、千葉、湘南地区と散在しております。従って地域奉仕活動を有効に行うには難しさを感じています。横浜
訓盲院と水上学園に十勝じゃがいもを寄贈する奉仕活動はしておりましたが、２年前より横浜ＹＭＣＡ専門学校
との共同主催で日本語を学ぶ留学生を対象に日本語のスピーチコンテストを行っております。
外国人留学生が日本語学習を通じて日本人及び日本の文化を理解するお手伝いができているのではないかと思
っております。
ワイズメンズクラブが世界に連なる国際協会であり、国際社会とのつながりを更に深めなければならないと考
える時、
“Act locally”に加え、 “Think globally”を今後の課題としてクラブ運営に努めなければならないと思
っております。
沖縄那覇クラブ会長
屋良 政旦
今年度前半期，まず東日本区大会には当クラブから６名が参加しました。クラブメンバーの
60％が参加したということです。これまで３名ぐらいしか参加できなかったことからすると
参加メンバー数は倍増ですね！そして山梨通の当クラブ野中重治ワイズのご尽力により，甲府
市内のホテルで甲府クラブの皆様と懇親・交流会を持てたことは非常に嬉しく，DBC 以外の
クラブとのつながりをワイズとして強く感じることができました。どのクラブ，ワイズメンと
もこうしたことは当たり前のことだと思いますが，実際に参加した当クラブメンバーはしばらくの間この交流会
の話題ばかりでした。みんな感動・感激の気持ちでいっぱいだったと思いますねー！
さて，当クラブの活動はすべて沖縄 YMCA への支援協力ですが，昨年 12 月は那覇市主催の『こどもフェスタ』
へ当クラブから６名がサポート。玉城哲人ワイズがリーダーとなっての手作り教室の開催は今年も好評で，80 名
の子供たちの参加がありました。作り方の指導方法は 12 月例会で玉城ワイズがメンバーにレクチャー。フェス
タ当日は一人で 10 名以上担当しました。
玉城ワイズはすでに次の手作りオモチャのアイデアができたそ
うで，結構燃えていますよー！
後半期は現在，今後の沖縄 YMCA の運営や存続問題などで悩ん
でいるところです。沖縄 YMCA なくして当クラブの存在意義はな
いと考えておりますので，昨年１月と 11 月に横浜 YMCA と同盟
に沖縄 YMCA への支援（主事派遣）をお願いに行きましたが返事
は厳しいものでした。今年は『支援ではなく救援』をお願いするつ
もりです。湘南・沖縄部の皆様のご支援も切にお願い申し上げます。
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鎌倉クラブ会長
池田 光司

新年あけましておめでとうございます。
日本では積み上がる財政赤字、経済、政治、気候変動、社会、将来への不安、高齢化、格差、
貧困など弱体化が進み、まさに身近な脅威に襲われていると実感します。平和を脅かし人権を
奪い、国家の体制を戦前のように戻そう、悲惨な敗戦の記憶を覆い隠そうとする動きがあり、
それに対抗するかのように人権を押しつぶして進む威圧的な近隣国があからさまな様子もあり、世界では地球温
暖化、経済不安、武力進出、テロ、難民、災害、数多くの不安があります。いびつな社会がさらに不安定になり、
まさにあらたな戦前の様相となっています。阪神大震災で経験した足元から脅かされる脅威を思い出しつつ、こ
ういう大きな津波のように襲い来る不安に押しつぶされそうに思われます。
昨年は厚木大会が盛大に開かれ思い出に残る年となりました。ご苦労様でした。残念ながら鎌倉クラブの参加
者が 限られ、喜びが広がりきれなかったのが悔やまれます。これは湘南・沖縄部部会、チャリティーラン、YMCA
バザー、鎌倉市民クリスマス、YMCA ゴスペルクワイアー鎌倉、沖縄訪問他のイベントでも共通することです。
個々のメンバーの事情もあり、YMCA、ワイズ運動についての共感が盛り上がっていないことが懸念されます。
鎌倉ワイズ、YMCA 内部でもワイズ運動への直接の関心が低いのを何とか高めたいと努力しています。鎌倉クラ
ブでは地域奉仕、国際協力募金など、児童養護施設支援、災害支援、東日本大震災支援、東日本区の各種支援な
どに微力ながら全力で支援しています。
「北海道じゃがいもカボチャ」
「豆」などが鎌倉の近隣の人々にも喜ばれ
恵みを分かち合いました。また三月には「いのちと原子力」セミナーを鎌倉で開くべく努力しています。少なく
ともワイズメンは無力と絶望せずに、隣人と悩みを共に分かち、理想を求めて微力ながらも全力を尽くして助け
合っていければ幸いです。
横浜とつかクラブ会長
吉原
訓
ワイズの連続２期会長として、68 才のこの 1 年は 今までで一番早く過ぎました。
クラブのこの半年は何であったのかと思いめぐらすと ゾッとします。
湘南とつかＹＭＣＡと共に歩む私達の 2015～2016 年度は、
“今期こそ会員を増やそう”
と心に決めてスタートしましたが、現状は減少をくい止めるのに必死の状況です。
会員増強の動きの中で一つの疑問が生じました。ある会員のご逝去により特別メネット
として活動を共にしてきた女性にワイズメンの立場になって下さるようにお願いをしま
した。快く承諾をいただいたのですが、困ったことにその方はその後、メネット会に出
席しづらくなりました。メネットも特別メネットも女性会員も共に行動できるきまりを作っていただけ
ないものでしょうか？
今までもそうであったように私達はこの 6 か月、大変仲良く活動を続けてきました。
特に秋のチャリティイベントは「戸塚区民まつり（区で最大級の総合イベント）」と同時に隣接開催の
おかげ様で、どのコーナーも人が溢れます。私達のバザー会場では、メン・メネット・特別メネット・
家族・友人 が大忙しの働きでした。前年より数万円を超える浄財をいただきました。年間を通して私達
が奉仕の実践を強く感じる日でもあります。
私達の活動拠点である湘南とつかＹＭＣＡは、益々事業が拡大しています。新たに横浜市の指定管理
者として地区センターの運営を任されています。地域の様々な人々と関わりを持つ場ですので、奉仕の
心の醸成場所としても大切な場であります。ワイズメンズクラブとして可能な支援をして参りたいと願
っています。
年が明け確実に一日一日が過ぎてゆきます。7 月からはとつかクラブの若木一美ワイズが湘南・沖縄部
の部長をつとめさせていただきます。次期部長及び直前部長としての働きも視野に入れて進めさせてい
ただいています。8 クラブを取りまとめる部長の立場は重責です。次期部長が自分のクラブの事を心配し
ないで部の為に充分な力を発揮できますように私達は努めます。部内各クラブの方々のご理解とご協力
を切にお願い申し上げます。
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厚木クラブ会長
堀田 哲郎

前期報告
６月に第１８回東日本区大会を実施し、大会自体は成功でしたが、後処理に延々と手間取り、
１１月になってからようやく会計もまとめることが出来、会議での承認にこぎつけました。
この体験を次の開催地長野に伝達し、やっと肩の荷を下ろした感じです。
大会の実行方法についてはそれぞれの大会で個性を発揮できるのですが、進行や連絡方法など漏れが無いよう
に標準化したほうが良いのではないかと思います。たくさんの反省点が残りました。
しかし、大会中、休会していた方が戻って来られたり、大会でお手伝いいただいた方が入会してくださり、大
会前 18 名だった会員数が２１名になりました。これは大会開催から派生した成果だと思います。
また、厚木 YMCA の職員やリーダーたちの活躍も特筆すべき点だと思います。彼らがいなかったらとてもこ
うは行かなかったと感謝しています。少し YMCA の若者たちとも接点が増えたのではないかと思います。
後期展望
私の主題である「若者と共に楽しく活動しよう」をもう少し推し進めたいと思います。学生への経済的な面を
含めての支援、協働作業など模索中です。「若者と共に」の部分は YMCA 支援という側面からも協議していきます。
傍らで毎年実施している CS 事業(老人ホーム訪問)についても実施いたします。今年度はこれに加えてホーム
のお祭りにお手伝いできないかと打診しています。
例会、卓話を重視していつも楽しい例会を展開していますが、
「楽しく活動しよう」を広げてレクレエーション
(と言っても体はあまり動きませんが・・)１泊研修やお花見などでクラブ会員同士のコミニュケーションが深ま
ればと思います。
総括
とにかく、
大会のまとめに奔走した半年でした。
後期は少し落ち着いた活動が出来るのではないかと思います。
会長２年目の私の任期の残り半年ですが、会長をやらせていただいたことによる知識や経験を次期会長に引き継
いで生きたいと思います。今後とも宜しくお願いいたします。

金沢八景クラブ会長
門松 久子
この半年、金沢八景クラブでは昨年 10 月 24 日(土)に行った「金沢八景ワイズメンズクラ
ブ設立 10 周年」の祝賀会を盛大に行なうことが出来た事は、大変喜ばしい事と思っています。
また、その節は湘南・沖縄部と各クラブの皆様方に、共にお祝い頂き感謝致しております。
2016 年の抱負としましては、若い人の入会を最重要課題として取り組み、また現在籍の若い会員に活躍しても
らえるような体制を作り、これからの新しい 10 年に向けて活動して行きたいと思っています。

横浜つづきクラブ会長
辻
剛
１．振り返り
クラブの既存事業である第 5 回ＹＯＵ＆Ｉコンサートは障がい児・者の皆さんの来場が
例年より増え、コンサートの主旨がより理解されてきたようで嬉しくおもいました。傾聴
ボラ、料理ボラ、送迎ボラ等も地味ながら順調に継続できました。対外的にも部会をはじめ部長公式訪問に随行
して各クラブを訪問、第１８回チャリラン、アジア大会（京都）などに積極的に参加し、他クラブの方と交わる
ことで学ぶことが多かったし、交流も深めることができました。
特筆すべきは、女性メンバーＴＫＢの皆さん（ＴＫＢ＝つづきの可愛いバーチャンズ）にクラブ創立１０周年
記念事業として新規事業の検討をお願いしたところ、福島原発の影響がいまだ大きく残る南相馬の原町教会付属
「聖愛保育園」の園児９０名に毎月手作りバースデーカードを送るプロジェクトを立ち上げてくれました。そん
な訳で、クラブ内の親睦促進としての移動例会（ぶどう狩り）を含め概ね順調に活動できたと思います。もちろ
ん、反省点も多々あり年度後半の活動に生かしていく所存です。
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２．新しい年明けの抱負
新年を迎え、最近の思いをクラブブリテン１月号に“今こそ ワイズの出番です”と題して寄稿しました。こ
れからの日本はお互いの信頼や絆を深め、様々なボランティアや助け合いがより重要視される社会になることが
求められています。これはまさにワイズメンズクラブの理念そのものであり、親睦と奉仕を通して人間性を高め
るという高い精神性を持つワイズメンズクラブの出番が到来している、というようなメッセージです。
沖縄クラブ会長
赤嶺 竜史
新年あけましておめでとうございます。本年も宜しくお願い申し上げます。
沖縄クラブの上期を振り返りますと、通常例会に加えて毎月会員相互の家族や友人を含めた
交流会の開催を目指して、BBQ やゴルフコンペなど多くのイベントを企画致しました。
また、例会へのビジター参加もあり、会員からも改めて会員増強をするために例会案内を展開しております。
合わせまして、京都トップスクラブとの DBC 締結に向けて最終段階となりました。今後は、いつ・どのように
DBC 締結をしてゆくかの話し合いをして参ります。
本年度下期は、更に会員のみならず、その周囲にいる家族や友人を巻込んで、楽しい沖縄クラブを目指して参
りますので宜しくお願い申し上げます。

監 事 講 評
湘南・沖縄部 監事
加藤利榮
クラブへの公式訪問に始まり、部会、評議会、役員会、そしてチャリティーランなど YMCA
関係のイベントや諸活動への関わり等、
精力的かつ緻密に日程をこなされ 前半期をクリアーされた今城部長と部
3 役の執行役員を始めとする部役員諸兄のお働きに感謝したい。
【各評】
１) クラブ訪問
7 月 4 日のとつかクラブを皮切りに、沖縄 2 クラブを除く 6 クラブの訪問は 7 月中に終了、沖縄 2 クラブに
ついても部報 2 号が出るころには無事終了していることであろう。
２) 評議会
第 1 回は 7 月 25 日に開催、部の最高意思決定機関としての役割を、ワークブックを作成・配布するなどし
て、その機能を適正・円滑に果たした。
３) 部会
部最大のビッグイベントと位置付けた部会、9 月 26 日に区理事らを含む 67 名の参加を得て開催、中身のある卓話や
分科会の開催など野心的なプログラム、まずまずの成果の得られたイベントであった。分科会が短時間であったとの
声が聞かれたが、いかなる状況下にあっても 時間内に収めるのが進行責任者の腕の見せどころではなかったか。
４) YMCA イベントとの関わり
Y－Y’ｓ協議会やチャリティーランを始め、会員スポーツ大会、バザー関係、会員大会、クリスマス会、そ
の他 YMCA と関わりを持つ会合やイベントには、Y を知り、ワイズをアピールする絶好の機会であること
から、部としても更なる注力を心掛けたい。
【後半期に向けて】
１) クラブ訪問
部長が行うクラブ訪問、部則を持ち出すまでもなく、できれば第 2 回目を実施していただきたい。1 度目と
は異なる成果も期待できようか。
２) 部長通信
部報とは異なる何かがあってしかるべきで、ニュース性･アピール性に加え、ややサプライズ的な内容や区役
員会などで懸案･問題となっている事項などの紹介などもいかが。
３) 部役員会
最近では、部会や評議会の開催に先立って開く事例が多くみられるが、時に独立して？開催し、時間をかけ、
懸案事項の審議を行うことも必要ではなかろうか。
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東日本区および湘南・沖縄部への送金について
 後期納付期限は、2 月 15 日です。
 東日本区へ送金するもの
・区費、入会金、ロースター代金・広告代、並びに基金（JEF、EF）
・現 物…アルミプルタプ、お年玉年賀切手シート
２０１６年のお年玉年賀切手の当選番号は、69 と 90 です。
 湘南・沖縄部へ送るもの
一人当たりの達成目標金額が定められている事業献金（早見表参照）
・地域奉仕事業…ASF、CS、FF
・国際・交流事業…BF、TOF、RBM、YES
各種献金達成目標額早見表
（クラブ毎の達成目標金額は、達成目標に７月１日会員数をかけた金額です）
２０１５年７月１日会員数（広義・功労会員を除く）
部門

地域
奉仕
国際
・
交流

事業

達成目標

横浜

（/人以上）

17 人

ＣＳ

1250 円/人以上

ＡＳＦ

500 円/人以上

ＦＦ

500 円/人以上

ＢＦ

2000 円/人以上

ＴＯＦ

1300 円/人以上

ＲＢＭ

800 円/人以上

ＹＥＳ

500 円/人以上

沖縄
那覇
10 人

鎌倉
7人

横浜
とつか

11 人

厚木
20 人

金沢

横浜

八景

つづき

19 人

18 人

沖縄
15 人

 湘南・沖縄部 送金先銀行口座



銀行名
みずほ銀行追浜（オッパマ）支店
番号
普通口座 1785622
口座名義 ワイズメンズクラブショウナンオキナワブ
（ワイズメンズクラブ湘南・沖縄部）
使用済切手は、部で集約します。
・湘南・沖縄部は、今年度伊藤国際・交流事業主査が沖縄在住なので、
例外的に林部書記宛に送付してください。

湘南・沖縄部 後期半年報 集計結果
2015・1・1

2015/7/1

2016/1/1

19

18

20

沖縄那覇

9

10

10

鎌倉

6

7

7

横浜とつか

12

11

12

厚木

18

20

21

金沢八景

19

19

19

横浜つづき

17

18

18

沖縄

34

15

15

134

118

122

横浜

部合計

10

2015‐2016 年度 部報 2 号

2016 年 1 月 20 日発行

横浜ＹＭＣＡ－ワイズ湘南・沖縄部 合同新年会
 ２０１６年１月１６日（土）１８：３０～２１：００
 会場：ＨＯＴＥＬ ＰＬＵＭＭ
恒例となった横浜ＹＭＣＡと湘南・沖縄部の合同新年会には、部会並みの 67 名が参加、渡辺東日本区理事、
仙洞田東日本区書記、宮内文献・組織検討委員長、佐藤茂美さん（東京クラブ）も参加してくださり、賑やかな
新年会となりました。

2 名の新入会員を迎え意気軒昂な横浜クラブ

（左から、今城・仙洞田・渡邊・佐藤・宮内の各氏）

仲良し同士の鎌倉・横浜とつかクラブ

チームワークの良い厚木クラブ

いつも元気な金沢八景クラブ

ホストを務めた横浜つづきクラブ

チャリティゴルフや 2 月 1 日の会員大会などさまざまなアピールや、生伴奏での「みんなで歌おう」は懐メロ
の大合唱で、大いに盛り上がりました。開会礼拝の席上献金は、横浜ＹＭＣＡ子ども支援基金（ＢＡＰＹ）に献
げられ、今城部長から田口総主事に贈呈されました。ホストクラブの横浜つづきクラブの皆さんには、会場の交
渉や、プログラム準備にご尽力いただき、ありがとうございました。
（部書記 林 茂博 記）
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