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湘南・沖縄部
部長主題“一人ひとりが愛と平和の種をまこう！”

湘南・沖縄部部長 今城 高之

９月２６日 部会に結集しましょう
湘南・沖縄部最大のビッグイベントは９月２６日の部会です。部会を成功させるため、できるだけ大
勢のクラブメンバーの皆様、ゲストの皆様にご参加いただくことだと思っています。湘南・沖縄部に連
なる皆様、皆様のお力添えで、湘南・沖縄部会をぜひ成功させましょう。
できるだけ、大勢の仲間やお知り合いとご一緒にご参加ください。

《部会・記念講演会》
「ボランティア活動の勧めと喜び」
横浜YMCA常議員・清泉女学院ボランティアセンター長

岡戸良子氏

会場：ワークピア横浜 受付開始：15：30 開会：16：00 会費：6000 円

９月１５日は何の日？
正解 1：部会参加者登録締切日
各クラブで参加者をとりまとめて
お申し込みください

正解 2：部費の納期
部活動の源泉は部費です
納期厳守でご送金ください

正解 3：ＣＳ支援金申請締切日
CS/Y サ事業支援金申請書の送付
先は佐藤地域奉仕事業主査です

9 月は、ユース強調月間


9 月 11～13 日東京ＹＭＣＡ山中湖センター
で開催される、ユースボランティアリーダー
ズフォーラムに横浜ＹＭＣＡから７名のリー
ダーが参加します。
厚木：高橋理菜さん、江藤正泰さん
藤沢：狩野真帆さん
中央：西野龍太郎さん
湘南とつか：宮澤 彩さん
川崎：谷保文彬さん、吉井莉花さん

ぜひクラブ例会に招いて報告を聞き、交流の機
会を持ってください。
横浜ＹＭＣＡでは、9 月 25 日に事後研修を予定
しています。


9 月 23 日は、横浜ＹＭＣＡ会員スポーツ大会
です。若者との交流の機会でもあります。ビ
ーチボールＤＥバレー大会に奮ってご参加く
ださい。

10 月の予定
10 月 17 日(土曜日) 第 18 回横浜ＹＭＣＡ
インターナショナルチャリティーラン
部として取り組むＹＭＣＡサービスの最大イ
ベントです。クラブ毎に①チームとしての参加
②1 チーム 5 万円のスポンサーとしての参加
③開催日の運営支援としての参加をご検討くだ
さい。

10 月 24 日(土曜日) 金沢八景クラブ１０周年
横浜ベイシェラトンホテルで、クラブチャーター
10 周年記念例会が開催されます。みなさんでお祝
いに駆けつけましょう。
10 月 3 日(土曜日) 横浜つづきクラブコンサート
第 5 回 YOU&I コンサートが開催されます。バリ
アフリーのクラシックコンサートです。

部長活動報告（７～８月）
今期も 2 か月が経過しました。この間の部長の足取りを 《8 月 5 日（水）》 四谷の東日本区事務所で開催された「メ
ご報告し、部の活動報告とさせていただきます。
ネット委員会」に出席。メネット委員会のない当部では、部
《7 月 4 日（土）》 横浜とつかクラブ例会公式訪問。 初の 長がメネット連絡員を務め、区の委員会に所属する。 メネ
公式訪問故緊張の極み。 例会終了後、クラブの皆さんと ットの活動経費が大変厳しいとのことで、特に、メネット献
の懇親会に参加。
金の少ない（1 クラブのみ）当部の協力が要請された。
《7 月 9 日（木）》 横浜クラブ例会公式訪問。 入会式と転 《8 月 6 日（木）》 部三役会を行い、来る９月２６日の部会
入会式に立ち会う。 大変うれしい瞬間。
開催に関する諸案件につき課題の整理を行う。
《7 月 11 日（土）》 今期第 1 回目の区役員会に出席。午前 《8 月 7 日（金）》 第 22 回 AIDS 文化フォーラムが開幕し
中から、昼食をはさんで夕方まで、熱心な議事、意見交換。た。部長が、同フォーラム組織委員会の委員を務めること
終了後、最寄りの居酒屋にて懇親会。 会議室ではかな になっており、当日朝行われた、運営委員会の後、開会
わない交流が行われる。 1 年間宜しく!
式に出席。 開会式と午後から開かれた分科会では、挨
《7 月 14 日（火）》 鎌倉クラブ例会公式訪問。 小規模な 拶を行う。 翌日も、終日会場に詰め、分科会への参加や
がら、卓話もあるしっかりとした例会がもたれた。 二次会 展示ブース訪問を行う。会期中、何人かの部所属ワイズが
は、鎌倉らしい、しゃれた Café で。
ボランティアとしてご奉仕いただいた。 感謝です。会期中
《7 月 16 日（木）》 部行事とは関係ないが、所属クラブの のセッション数は 45、参加者は 3701 名を数える。
山元町（宮城県）震災慰問に参加。養老員、保育園への 《８月１７日～１９日》 「沖縄 YMCA あめんぼキャンプ」が
慰問を終え、参加者共々仙台青葉城クラブ例会に出席。 開催された。沖縄那覇クラブが永年支援を続けてきたプロ
《7 月 18 日（土）》 部三役で部評議会・役員会の進め方に グラムに「継続は力」を実感させられた。
ついて打ち合わせ。 その後、金沢八景クラブ例会を公式
訪問。 例会（総会）の後半から、折から訪日中の台湾
YMCA 派遣研修生 10 名（同クラブが受け入れ協力）も加
わり、彼らの歓迎会を兼ねた懇親会が開催される。久しぶ
りの若さあふれる会合に感激。
《7 月 22 日（水）》 厚木クラブ例会を公式訪問。 区大会
のホストを務められたことに感謝の意を表する。例会終了
後、最寄りの会場で懇親会。
《7 月 24 日（金）》 横浜つづきクラブの例会出席。他クラブ
訪問時と同様、今期の部長方針や方向性を説明。
《7 月 25 日（土）》 中央 YMCA501 号室にて、部役員会を
開催（13：30-14：30）、引き続いて第 1 回部評議会（15：
00-17：00）を開催。部報 1 号を配布。役員会・評議会ワー 《８月１９日》 横浜とつかクラブと鎌倉クラブの合同例会が、
クブックのおかげもあり、両会議ともスムースに終始した。 とつかの加藤利榮邸で開催されたのに出席。さすが、伝
評議会の後、最寄りの中華料理店で、田口総主事、井上 統ある行事、両クラブ、湘南・沖縄部関係者以外の方々も
担当主事も参加して懇親会を開催。
大勢集まっておられた。例会の後、懇親会となり、大勢の
《7 月 30 日（木）》 部三役会を行い、9 月 26 日に予定され 方々と言葉を交わすことができた。 乾杯の音頭を取り栄
ている部会の進め方につき検討を行う。
誉に浴したことをいいことに、9/26 の部会の宣伝を行う。
《7 月 31 日～8 月 2 日》 アジア大会。残念ながら参加でき ここまでが、部長就任二か月間の主な活動です。
なかったが、林部書記が参加。沖縄クラブから 4 名の参加 先ずは、部所属各クラブの皆様と交わり、新米部長の顔
者があったと報告を受けた。
を覚えていただくことを重点に、公的な役割を果たすなど
を行ってきました。
今後は、皆様のご協力で部会を無事に終え、その後、
部としての取り組みにしっかりと軸足を据えてかかる所存
です。 その中でも、重要な課題の一つは、来年１月末に
予定している沖縄２クラブ公式訪問の成功だと考えていま
す。 また、その際には、沖縄で本年第２回目の評議会を
開催する計画です。 評議会参加メンバーは勿論、できる
だけ大勢の方々が公式訪問に同行して下さることを願っ
沖縄クラブは部内クラブ参加率トップであり、ＩＢＣ締結を ています。沖縄の２クラブにおかれても、是非とも、訪問団
視野に入れた活動に新しい息吹を感じ、心強く思った。 受け入れの体制を整えていただき、参加するみんなにとっ
《8 月 3 日（月）》 岡田会計共々、部会開催場所の「ワー て、素晴しい思い出となるような公式訪問になるようご協力
クピア横浜」を訪問。 部会当日の打ち合わせを行う。
下さい。
（今城 高之 記）

