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「Y’s の絆を強め、広げよう」
Let’s Tighten and Expand the Bonds of Y’s Men

湘南・沖縄部 部長 金子 功
（横浜クラブ）

湘南・沖縄部第２１代（２０１７～２０１８
年度）の部長を務めさせていただくことになり
ました横浜クラブの金子功です。
部長と言う重責を担う立場を与えられ身の引
き締まる思いがしておりますが、お引き受けし
たからには前向きに、喜んで部の運営に励みた
いと思っておりますので皆様のご協力を心から
お願いいたします。
私のワイズ歴も丁度１０年が過ぎて、やっと
ワイズメンであることの喜びや楽しみが分かり
かけてきたように思います。部長としての最初
の仕事は、部長主題を考えることですが、先ず
最初に頭に浮かんだことは「絆」、「つながり」
でした。例会でいつも唱える「ワイズの信条」
を共通の理念とする仲間たちとの出会いやつな
がりに喜びを感じ、行動を共にすることが楽し
くなりました。信条にうたわれている理念を共
有することで仲間としての絆が生まれているこ
とに気づいたのです。
「Y’s の絆を強め、広げよ
う」はそのような発想で生まれました。奇しく
もこの主題は、今年度の栗本治郎理事の主題「広
げよう、ワイズの仲間」とほぼ一致するもので
した。
ワイズの仲間が減少傾向にある中、会員増強
はもはや掛け声だけではなく実行に移すべきと
の考えから栗本理事は、各部に会員増強委員会
の設置を呼び掛けました。湘南・沖縄部として
は会員・増強事業主査を委員長とする委員会を
設置しました。我が部にあっても今期の会員数

は前期より８名減少して合計１１５名です。会
員各位にありましては一人が一人の会員を増や
す覚悟で努力することをお願います。部として
は複数年をかけてもクラブ数を増やす
Extension に力を注ぎたいと思っています。
部長公式訪問は沖縄の２クラブを除いてすで
に完了いたしました。各クラブでの歓迎を心か
ら感謝しお礼申し上げます。沖縄につきまして
は来年２月３日（土）~４日（日）に予定して
おりますので一人でも多くのメンバーが参加し
て沖縄との交流を図ることができますことを期
待しております。
本年１０月からは、日本ＹＭＣＡ同盟が中心
になって進めて参りましたＹＭＣＡのブランデ
ィングプロジェクがいよいよ実施段階に入りま
す。ＹＭＣＡが実現したい世の中、ブランドビ
ジョン、即ち、お互いを認め合い、高め合う「ポ
ジティブネット」のある豊かな社会の実現のた
めにＹＭＣＡは動き出します。ＹＭＣＡへの支
援を最大の目的として活動をしているワイズメ
ンズクラブとしては新しいＹＭＣＡの理念を良
く理解し、ＹＭＣＡとの新しい協働を模索しな
ければなりません。
東日本区のレベルでは、新たにワイズ・ＹＭ
ＣＡパートナーシップ委員会が設置されました。
このフォーラムを通じてワイズ・ＹＭＣＡ相互
の理解がさらに深まりＹ－Ｙ’ｓのより有効な
協力関係が育まれることを期待します。
今年度もよろしくお願いいたします。
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湘南・沖縄部部報第１号の発行に
寄せて

Ｅそして MC に期待
東日本区理事
栗本 治郎（熱海）

横浜ＹＭＣＡ総主事
田口 努

２０１７年度のスタート
に当たり、湘南・沖縄部の
皆様にご挨拶と理事方針を
述べさせて頂きます。
東日本区は１９９７年の
発足以来、毎年のように会
員の減少と共に高齢化が進
みました。１５名以下のクラブも半数を数えま
す。
そこで、理事主題を「広げよう ワイズの仲
間」としました。日本語主題ですとインパクト
が 弱 い の で 、 英 語 表 示 を 「 Extension
Membership & Conservation」としました。
ズバリＥ・Ｍ・Ｃです。
東日本区２１年目の今期は、会員の皆様に会
員増強の意識を強くお持ち頂き、新会員候補の
発掘・推薦を心掛け、今一度、身の回りの知人・
友人を例会にお誘い頂きたいと思います。
部長、部役員、会長さんには、区の研修会や
役員会で既にお願いしておりますが、部にエク
ステンション委員会を設置し、新クラブ設立に
積極的に取り組む体制を作りたいと思います。
委員会を立ち上げることにより、新クラブ設立
の為の種を植え、芽を育てて頂きたいと思いま
す。
今期の理事方針を受けて、金子部長は主題を
「Y’s の絆を強め、広げよう」とし、活動方針
を、部として Extension に、各クラブとして
は会員増強に、そして Y’s Men としてはお互
いに絆を強め、また、広げるとしています。
横浜ＹＭＣＡには、多くのブランチがあり、
またＹＭＣＡが管理する施設も多くあります。
ＹＭＣＡとの協働の中で、会員増強や新クラブ
設立の可能性の最も高い部だと期待しており
ます。ワイズダムの発展に一層のご協力をお願
い致します。

湘南・沖縄部部報第１号
の発行および部会開催おめ
でとうございます。
日頃よりＡＩＤＳ文化フ
ォーラム、チャリティーラ
ン、バザーや各種青少年育
成プログラム支援、災害復興支援等々、数えき
れないほどの横浜ＹＭＣＡへのご支援、ご奉仕
に心から感謝いたします。
さて、今年度は昨年からスタートした横浜Ｙ
ＭＣＡの中期5カ年計画 横浜ＹＭＣＡ ＶＩ
ＳＩＯＮ ２０２０の２年目の年となります。こ
の中期計画は、
『次世代を担う子どもたち、青少
年のために「FOR YOUTH DEVELOPMENNT」』『す
べての人々の健康的な生活を育むために「FOR
HEALTHY LIVING」』
『人と人、人と地域がつなが
るために「FOR SOCIAL RESPONSIBILITY」』の3
つの柱があります。
この柱を横ざしするのが、新しいＹＭＣＡブ
ランドコンセプトです。ブランドビジョン『互
いを認め合い、高め合う「ポジティブネット」
のある豊かな社会を創る』ことを目指します。
ブランドバリュー『したい何かが見つかり、誰
かとつながる。私がよくなる、かけがえのない
場所』となるプログラムを提供します。ブラン
ドパーソナリティー『心をひらき、わかち合う。
前向きで、まわりを惹きつける魅力を持つ』よ
う自ら実践する会員、スタッフとなるよう進め
ます。
横浜ＹＭＣＡ少年部出身の金子功さんをはじ
めワイズメンの皆さん方が体現しているといえ
るパーソナリティーですし、まさしく「みつか
る、つながる、よくなる」場であり、『「ポジテ
ィブネット」のある豊かな社会を創造する』こ
とを地で行くのがワイズメンの運動であるよう
に思います。ワイズメンズクラブ湘南・沖縄部
の各クラブの発展を祈りつつ、皆さまとともに
ブランディングプロジェクトの働きを推進でき
ればと願っております。どうぞ、今年度も、よ
ろしくお願いいたします。
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せつかる事は、ワイズは寛容であると言う事で
す。さらなる発展の可能性は大きく開いている
ワイズの門へ、如何にして導くことが出来るか
です。私の主題である「ＮＥＯワイズメンズク
ラブ」とは今まであったものの新しい形を意味
します。同じ事を同じ様にやるのではなく、ひ
と捻り加えた工夫と柔軟性を持ち、刷新するく
らいの気持ちで、もう一度自クラブをワイズメ
ンズクラブを見つめ直してもらいたく思います。
地域やクラブにより異なる事もありますが、地
元に根付けるようなＣＳや、ワイズ冠の事業を
取入れ、知名度をあげる必要性もあると思いま
す。また時にはクラブの１番の目的を会員増強
にしてみてはいかがでしょうか？でも、どうで
あれワイズを、ＹＭＣＡを愛している事には間
違いはありません。なぜ私がワイズを愛してい
るのかと言えば…それは伊東クラブのメンバー
が大好きだからです。伊東クラブの事業・活動
に誇りと遣り甲斐があるからです。

思いやりをもって地域に奉仕
地域奉仕事業主任
前原末子（御殿場）
本年度、栗本理事の下、
地域奉仕事業主任の大役
をお受け致しました前原
と申します。ワイズではま
だまだ若輩者で、皆様にご
迷惑をお掛けしないよう
頑張っていこうと思って
おります。何卒よろしくお願い申し上げます。
ここ近年地球温暖化に依る、集中豪雨や猛暑
そして何時起こるか分からない地震等、各地で
災害が頻発しております。災害に遭われた方々
には心よりお見舞い申し上げます。
さて地域奉仕事業としては、栗本理事のおっ
しゃっております「入会したいクラブ」を目指
す。
「ＣＳからＥМＣへ」を目標に一年頑張って
行きたいと思っております。
それには先ず、地域の皆様にワイズメンズク
ラブを知っていただくこと、これは各クラブの
特性や地域性等で一概には、こうしたらと言う
ものではないと思っております。
ここ数年、私が所属しております場御殿クラ
ブでは、行政が主体となって行われる行事に、
積極的に参加させていただきましたところ目立
つジャンパーを着ていたせいか周りから声を掛
けられることも多くなりました。
小さな事でも、続けていくことが大切と考え
ております。各クラブの特徴を生かした「無理
をせず積極参加」をしていただくことが、クラ
ブの存続と共にＣＳからＥМＣへ繋がると思っ
ておりますのでどうぞよろしくお願い申し上げ
ます。

ワイズの幅広いネットワークを楽しみな
がら、よりよい未来へとつなげよう
国際・交流事業主任
進藤重光（東京）
沖縄・湘南部の各地のワイ
ズの皆さま、これから一年間、
ご指導とご協力をどうぞよ
ろしくお願いいたします。Ｙ
ＭＣＡはかねてより、「心身
のバランスの取れた健康づ
くりは人生を豊かに過ごす
ための礎」
（ＹＭＣＡウエルネス概要）と強調し
ていますが、現代科学の知見からも、
「情報」か
ら「保健医療」さらに「コミュニティ（共同体）」
にいたるまで、人と人とのつながりが広いほど
健康で長生きであることが分かってきています。
信頼関係が強く、お互いに助け合う土壌で生活
するほどそこの住民は健康になり、さらに物理
的な地域を超え、ソーシャルメディア（ＨＰ・
ＳＮＳ）を通じての情報交換や支援の可能性が
広がる時代であることを意味しています。それ
はグローバルな社会全体（ＩＢＣ・ＤＢＣ）の
交流というテーマに繋がり、食生活や災害救助
の面でも互恵の関係を強化するでしょう。私た
ちワイズメンズクラブも、国や地域、業種や年
代を超えたＹＭＣＡの「ポジティブネッﾄ」を生
かし、多様性の豊かさを受け入れ、その喜びを
楽しんで伝えながら多くの方々と共に歩んでい
きたいと思います。先ずはインターネットをよ
り活用し、外部に向けたクラブ自慢（写真・活

ＮＥＯワイズメンズクラブ
会員増強事業主任
榎本 博（伊東）
栗本理事の主題「広げよ
う、ワイズの仲間」英語表
示ではズバリ「Ｅ・Ｍ・Ｃ」
この意味を理解し「会員増
強」というキーワードを皆
様と共有し、各クラブが円
滑に活動できるよう 1 人で
も多くのメンバー・理解者を獲得できるような
会員増強を展開していきたく思います。私のよ
うな若輩者が会員増強事業主任という大役を仰
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動紹介）から活性化につなげていくのは如何で
しょうか。

たもので、会員一人ひとりが何らかの役割を果
たす継続的なものと思います。
各クラブのこうした活動は、「ワイズの信条」
を反映するものであり、その活動を「地域社会
にもっと知って頂ける」よう「広報活動」に活
用して行けば、東日本区の栗本理事の主題「広
げよう ワイズの仲間」作りに繋がり、
「会員増
強」に資するのではないかと思います。
また「会員増強」を重視する「広報活動」が
クラブ間交流のテーマの一つに挙げて頂けるな
ら、金子部長の掲げる「ワイズの絆を強め、部
の強化、活性化」という方針の実践にもなり、
クラブ間での情報交換が進み、
「広報活動」がよ
り成果が挙げられるよう改善改良も進んで行く
のではないかと思います。

２０１７-１８年度ユース事業活動方針
ユース事業主任
長津 徹（東京サンライズ）
本年度のユース事業の主題
を「ユース事業を通じて理事
方針の実現を目指す」といた
します。理事方針の「広げよ
うワイズの仲間」をユース事
業を通じて目指します。
前年度の「部の強化・活性
化」も引き続き目標と致します。部主催のユー
ス育成事業に対して５万円を上限として支援を
実施します。計画書を１０月末までにご提出い
ただき、３月末までに実施して頂きます。４月
末までにご報告いただいた時点で支援金を給付
いたします。
理事ローガンにある会員増強の実現のため
に、クラブﾞの事業や例会プログラムにユースと
の交流や協働する事を取り入れて頂きたいと思
います。ユースと関わることにより楽しいクラ
ブﾞライフが実現しクラブﾞの活性化につながる
と思います。
従来通り、区主催のＹＶＬＦ，オープン・フ
ォーラム、ＩＹＣへの派遣の三事業を推進して
参ります。特にＹＶＬＦは、ＹＭＣＡのユース
リーダーたちと直接関わることのできる貴重な
機会です。多数のワイズメンにご参加いただき
たいと思います。皆様のご理解、ご支援をお願
意致します。

一人がひとりの笑顔で会員増強！
会員増強事業主査
佐藤 節子（厚木）
今年度、金子 功部長
の方針のもと、会員増強
事業主査を務めさせてい
ただきます。
どうぞ、よろしくお願
い申し上げます。
部事業主査の役務を改
めて、ロースターを紐解きました。
「部事業主査は、部長のスタッフとして事業
ごとに置かれる部役員。部の事業活動の活発化
に努め、クラブとの連絡図ると共に、区事業主
任との連絡を密にする。部長および区事業活動
報告書を送る。」
“役は薬にしてや躍に通ず”と言われますが、
理由はどうであれ、受けさせていただきました
この巡り合わせを大切にしたいと思っておりま
す。
栗本理事の目標の一つにエクステンション委
員会を部に設置するとのこと。その流れにおい
て金子部長より「主査が委員長を」のお言葉を
受けました。各クラブの主査さんとともに連絡
を密にしながら、活動の一歩をあゆみ始めたい
と考えています。
お仲間づくりの最初の一歩は「一人がひとり
の笑顔」で始まり、そして「会員増強」を“合
言葉”に活動できたら最高と思っています。
無理なく、でも、ちょっと無理をして、でき
る範囲でＥＭＣ事業に取り組んでまいります。
重なりますが「一人がひとりの笑顔で」お仲間
を増やしやすい環境を創り、
「会員増強」を「合
言葉」に、各クラブの皆様のお力を支えにして、

広めようワイズの活動
地域奉仕事業主査
大髙 治（横浜）
湘南・沖縄部の地域奉仕
事業主査に任ぜられて２年
目になります。 去る３月御
殿場で開催された東日本区
の次期会長・部役員研修会に
参加し、多くの方々から活動
の実態や抱負を伺う機会を
得られたことは有意義でした。
過日、各クラブに地域事業支援金の申請をお
願いしました。これらを取りまとめ、部の役員
会に提出する運びとなります。
湘南・沖縄部の各クラブが取組まれる活動は
それぞれの地域の特徴を反映し、地域に根ざし
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一人と一人の手をつなぎ合わせていけたらいい
なと願ってやみません。
どうぞ、皆々様のご指導、ご鞭撻をよろしく
お願い申し上げます

ラブそれぞれが、ユースとの関わりを大切にし
た個性あふれるプログラムの推進を、クラブ運
営の中心に据えるよう心掛けてください。
クラブそれぞれが独自のプログラムを行うと
同時に、お互いに学び合い、他クラブの素晴ら
しいプログラムがあれば、情報を交換し合い、
共有し合うことによってワイズ活動全体のレベ
ルアップを目指すべきだと考えます。
さて、区のユース事業主任は、今期の方針と
して、ユース事業を通じて理事方針である「広
げよう ワイズの仲間」を達成しようと呼び掛
けています。将来のワイズを考えるに、当然と
もいうべき方向だと思います。
各クラブの日常活動や事業に、ユースとの交
流や協働プログラムを取り入れましょう。身近
なＹＭＣＡ拠点に連なる、スタッフやユースリ
ーダーとの交流を進めましょう。
また、区では、部主催のユース育成事業に５
万円を上限に支援するプログラムを掲げていま
す。１０月末までに申請するこの企画に、当部
としても是非参加したいと考えています。皆様
のご提案を大いに期待しています。

今年度の活動方針概容
国際交流事業主査
伊藤康一（沖縄）
２０１７－１８年国際・交流事業を担わせて
いただきます。改めまして、東日本区国際・交
流事業進藤重光事業主任の方針を共有させてい
ただきます。課題とその解
決策として以下の４項
目：
（１） 「強調月間」を
活用し、ゲストや新人ワイ
ズに、だれもがわかりやす
く各事業の説明を行うた
めに、担当事業の資料・画
像などの共有化を積極的に図る。（２） 献金が
国際的にどのように使われ、具体的に役立って
いるかを理解し合いながら、現地の状況を分か
ち合うために、情報発信に努める。
（３）ＩＢＣ
／ＤＢＣ：締結希望のクラブとの仲介をする。
（４）ＲＢＭ：３年間延長されて２０１８年ま
で継続する。また、具体的な目標として：
（１）各
部事業主査と情報や資料を共有化する。
（２）Ｒ
ＢＭ：内部はもちろん、ワイズの外部にも向け、
後援や共催などのコラボレーションも視野に入
れながら「マラリア蚊帳」配布の重要性をアピ
ールし、その意義を広くＰＲする。
（３）ＩＢＣ：
３クラブ、ＤＢＣ:2 クラブ、トライアングルＩ
ＢＣ２組以上の締結を目標とする。（４） 海外
のワイズとの情報交換や相互理解を醸成、促進
をする。以上の方針に基づきまして、湘南沖縄
部といたしましても、状況の把握と情報の共有
に努め、活性化につなげてまいりたく存じます
ので、お力添えのほどお願いを申し上げます

ひとりがよくなると世界はきっと変わる
部担当主事
青木 一弘（横浜）
日頃からのＹＭＣＡに対
するご奉仕に心から感謝申
し上げます。現在、ＹＭＣ
Ａの取り組んでいるリブラ
ンディングは、これまで方
向性が判りにくかった様々
な事業やプログラムに方向
性を示し、道筋を示す機会となり、その内容に
ついて咀嚼し、現状と照らし合わせながら、事
業やプログラムに意味づけをし、説明できるよ
う作業を行っています。
その作業の途上では、方向性に合わないもの
や、意味づけができないものが出てきて、改善
する、もしくは変えてゆく決断が迫られる場面
があるかも知れません。しかし、今回のプロセ
スはそれらを通して、ＹＭＣＡが時代に即した
ものに生まれ変われるチャンスと捉えることが
できます。そのために、関わる人のすべての人
がブランドコンセプトについて理解し、その認
識を共有していくことが必要です。
ＹＭＣＡのリブランディングはようやくその
スタートラインに就いたばかりですが、社会に
提供できるＹＭＣＡの「宝＝価値」を磨き、そ
の価値を広く効果的に伝えることによって、よ

基本中の基本
ユース事業主査
今城 高之（横浜つづき）
ＹＭＣＡのパートナーとし
て、その活動を支援すること
を最大の目的とするワイズに
とって、青少年の育成に関わ
る様々なプログラムを実行す
ることは、基本中の基本とい
うべきことと考えます。各ク
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り多くの方から共感、支援、賛同を得ることを
目指しています。今後も引き続きご支援をよろ
しくお願いします。ＹＭＣＡに関わる皆さんで
「宝」を作り上げていきましょう。

様々な経験や体験に関わることは、子どものこ
ころ豊かな感性を育て、次の未来へつないでい
くために大切で意義あることと考えます。そし
て、これからも子ども達を応援し続けて行くこ
とは、彼らの先輩としての喜びと努めだと思っ
ております。
沖縄ＹＭＣＡは、湘南・沖縄部を始め、東日
本区、全国のＹ’s の皆様からこれまで多くの
支援を頂いてまいりました。この支援は沖縄の
子どもたちのために大変役立っております。し
かし、これまでの温かな支援に対してご報告や
感謝の気持ちが足りなかったと反省しておりま
す。これからも子ども達と地域の支援活動に努
力し、皆様と喜びを分かち合い、沖縄ＹＭＣＡ
を支える那覇Ｙ’s にしていきたいと考えてお
ります。どうぞ、これからもよろしくお願い致
します。

新年度に向けての活動方針
横浜クラブ会長
舟田 正夫
7 月 1 日発行の東日本区
Bulletin の主題は「広げよ
う ワイズの仲間」です。
ワイズメンズクラブの会
員数が減っていることと
会員の平均年齢がどんど
ん高くなっている現状に
鑑み、この主題が取り上げ
られたと思われます。
横浜クラブは７月１３日に開催された総会で
クラブの主題として「ＹＭＣＡと共に！」を掲
げ、ＹＭＣＡへの活動支援やその他活動につい
ての具体的施策を検討しました。その中の 1 つ
に「会員増強の推進と楽しいクラブづくり」が
あります。
会員増強の推進のためには自分に近い友人や
知人を勧誘することが一番手っ取り早い方法で
すが、それと同時に趣味の会、グルメの会、名
所案内の会と言った幅広い活動を通してワイズ
メンズクラブへの勧誘も効果的かと思います。
そこに流れる考え方は、楽しいクラブづくり
であり、無理のない自然体での会員増強です。
この 1 年間はこのような考え方に立って、少
しでも前進するように心がけます。皆さんのご
支援をお願いいたします。

活動の成果は
新入会員の増強に尽きる
横浜とつかクラブ会長
浦出 昭吉
今期金子部長活動方針に、
「…部としては Extension
に、各クラブとしては会員
増強に、…」とあり、新会
員の獲得を最優先課題に採
り上げておらます。
私は、この７月号のクラ
ブ・ブリテンの冒頭で「…
会員の皆様に大きく 期待
する成果は新入会員の増強に尽きる…」と述べ
て、クラブ会員一同一丸となって、この１年を
新会員の獲得に向け注力することを掲げました。
この今の時期、わたしたちが日ごろ行ってい
るワイズメンズクラブの活動について、その中
身をアピールする事の難しさは、お互いが身に
沁みて思い知らされています。そこで、ついつ
い 手っ取り早くお互いの人間関係のみに頼っ
てしまい、ムリを承知の義理の押し付けで、友
人や知人の皆さんに入会を働き掛け、今日に及
んでいるのが大方の実情のようです。それも限
界に達していることは、ここ数年の会員増減の
数字が示すとおりです。もはや口先だけで口説
いても、どうなるものでもありません。今こそ
お互いが初心に戻り、あなたの生活態度を昔か
らの人間関係や新しい友人・知人にも示され、
納得されることで、ワイズへの入会の動機付け
になってもらう、ただこれしかありません。頑
張りましょう。

喜びを分かち合えるように
沖縄那覇クラブ会長
玉城 哲人
私は、前会長の屋良さん
からお誘いを受け２０代の
時に沖縄那覇Ｙ’ｓに入会
しました。それから３０年
近く経ち、那覇Ｙ’s には
色々な出来事がありました
が、ここでの活動は、私に
とって有益な学びになっております。
今日まで続けられたのは、おそらく子ども達
の活動を後方から援助することが、私の性に合
っていたからだと思っております。子ども達の
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」を行い忌憚のない話と今後のスケジュールを
話し合い決めていきます。
行政とは、厚木クラブとＹＭＣＡとの連携を
深めて行くことを小林常良厚木市長と確認を致
しました。来年には厚木市で「セーフコミュニ
ティー・アジア大会」が開催されます。この機
会にワイズメンズクラブ・ＹＭＣＡを知ってい
ただくチャンスととらえ、さらなる活動をして
いきたいと思います。
今後の活動を楽しんで送るためには、会員皆
様の負担が大きくならない様に 過去に囚われ
ず「省く」事も大事だと思います。今まで行っ
ていたからを理由に何でも押し通すのではなく、
負担は最小限に、楽しさは最大にを念頭に入れ、
仕事を持った若い人も是非入会して頂ければと
思っています。

みんなで活動して、楽しいワイズに
鎌倉クラブ会長
千葉裕子
今年度、鎌倉クラブの会
長になりました千葉裕子で
す。
鎌倉クラブは長年、池田
会長と言う名パイロットの
下、快適ジャンボの旅を続
けてきました。今年からは、
小さなプロペラ機に乗り換
える事になりました。
乱気流に巻き込まれたり、時には不時着する
事もあるかもしれません。無事に旅を続けるに
は、皆様のお力が必要ですので、よろしくお願
いいたします。
私は、いつも仕事の帰りに、ワイズに行くの
ですが、疲れて行っても、帰りには元気になれ
るのが、今までワイズを続けてこれた大きな理
由だと思います。
ワイズの楽しみは、自クラブの活動だけでな
く、部や区の活動にもあると思います。又、他
クラブの活動に参加させて頂くのも、刺激を受
けいろいろな事に気づかせて頂き、勉強させて
頂く良い機会でした。
今年の鎌倉クラブの活動は、他クラブとの交
流をたくさんさせて頂きたいと思っています。
鎌倉クラブから発信した折りには、どうぞよろ
しくご協力お願いいたします。現在９名の会で
すが、なんとか２桁にしたいと思っています。
全力で楽しみながら、活動してゆきたいと思い
ますので、よろしくお願いいたします。

楽しくなければワイズじゃない！
金沢八景クラブ会長
高橋 徳美
会長として２年目になり
ます。１年目は何がなんだ
か分からないままに会長と
しての活動をしていました
が、今年度は役員研修等に
も参加し、少しずつですが
納涼例会
他クラブの会長達とも顔見
知りとなり、ワイズの活動への理解も深まり参
加する事が楽しくなってきました。
当会でもイベント毎に議論はありますが、
「笑顔」を基本に会長から気持ちを切り替え参
加していますので、お陰さまで新会員も１名増
えて、これからの会の若返り化と活性化に努め
ていきたいと思っています。そして、今年度か
らは初めて地元のコミュニティー新聞「タウン
ニュース」にも新会長挨拶として取材をして頂
き、ワイズ全体のＰＲ広報にも力を入れていき
たいと思います。

新年度へ向けての活動方針・抱負
厚木クラブ会長
小松 仲史
厚木クラブでは、毎月第
４水曜日に通常例会を行
い、第二土曜日に第二例会
を開催しております。通常
例会では他のクラブには
ない、食事の際に、「ばっ
地理」という最新の社会情
勢をプロジェクターで映し、会員が説明しなが
ら楽しく勉強いたします。又例会の最後では皆
で歌を歌います。このように、諸先輩方からの
大変楽しい運営を継続させて行けたらと思いま
す。又、ＹＭＣＡとの協力体制強化で「放談会

笑顔で奉仕、奉仕で笑顔
横浜つづきワイズメン＆ウィメンズクラブ会長
今城宏子
会長主題を標記の通り掲げさ
せて頂きました。新年度早々か
ら想定外の出来事に揺れた当ク
ラブですが、
「自分を愛するよう
に隣人を愛そう」をより大切に
して「仲良く、楽しく無理をせ
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ず」に活動していきたいと思います。自分も大
切にしながら置かれた場所での隣人を大切に思
い、奉仕することを目指したいと思います－生
かされていることに感謝して－。
基本方針は「ＹＭＣＡのサポーターとして活
動を支援すると共に地域社会に奉仕すること」
とし、具体的には次の４つを継続して行います。
１．横浜ＹＭＣＡのプログラムに積極的に参加
する。
（室内サッカー大会、チャリティーラン、
Ｙ－Ｙ’s 協議会・新年会、北ＹＭＣＡ運営
委員会・バザー等）
２．地域社会に奉仕する。（YOU & I コンサート
の開催（１０／７）都筑区社協への参加、グ
ループホームのボランティア、地域ＮＰＯ法
人との連携等）
３．東日本大震災被災地支援プログラム
山元町「みやま荘」
「つばめの杜保育所」南相
馬市「原町聖愛こども園」支援
４．会員相互の親睦を深め、楽しいクラブ運営
を行い、新会員を誘う。
一年間、どうかよろしくお願いいたします。

私が大切に思うことは、台湾で開催された世
界大会でユースとの偶然なエピソードや出会え
た世界のワイズメン、若輩な私の手を引いて導
いて下さった日本のワイズメン、ＤＢＣ締結に
よって深く交流頂いている京都トゥービークラ
ブ様日頃から御指導 頂いている湘南・沖縄部の
先輩方 全てが特別な財産であり関係を温めな
がら、これからの可能性を仲間に説き 活かせる
よう努めることが会員増強に繋がると考えます。
結びに、世界大会で お世話になった沼津の長
谷川ワイズ、栗本理事、東京の相川ワイズ、渡
辺ワイズ、御園生ワイズ、富士山部の加藤部長
へ感謝申し上げ 微力ながら今後 尽くしていき
たいと思います。

みんなで活動して、楽しいワイズに
ワイズ・ユースクラブ横浜Ｙ３会長
黒澤 伸一郎
私たちワイズ・ユースクラ
ブ横浜（Ｙ３）は、横浜ＹＭ
ＣＡのサポート活動を年数
回を行っています。今年は、
富士山ＹＭＣＡの活動を主
にサポートさせて頂いてお
ります。活動内容として、本
年５月に富士山ＹＭＣＡで開催されました感謝
祭 と 、 ７ 月 １ 日 か ら ２ 日 に 実 施 さ れ た SC
Johnson 横浜ＹＭＣＡ東日本大震災復興支援富
士山サマーキャンプをサポート致しました。感
謝祭では、開催前日に富士山ＹＭＣＡの１０周
年記念礼拝に参加し、その後テントの設営や会
場プログラムの準備、印刷物の準備などを行い
ました。当日は、ご来場された方の受付や場内
案内、マウンテンバイクやクラフト等アクティ
ビティーを運営したり、舞台で行われる抽選会
などの進行をサポートしたりさせていただきま
した。
サマーキャンプのサポートでは、２日間、子
どもと一緒に活動し、プログラムの進行のサポ
ートを行いました。今後も、富士山ＹＭＣＡだ
けではなく横浜ＹＭＣＡ全体の活動の中でリー
ダートレーニングキャンプなどに参加し子ども
たちやそこに関わるユースリーダなどが活動し
やすい環境をサポートしたいと考えています。
また、勉強会等社会の問題を知る機会やお互い
に成長できる機会を作りたいと思っています。

今期活動方針
沖縄クラブ会長
宮里 伸一郎
私ども沖縄ワイズメンズ
クラブに於きまして、念頭
にあることは会員の増強と
考えます。
前々会長、直前会長も会
員増強につなげる活動に取
り組んできました。そのひ
とつに、京都トゥービークラブ様とのＤＢＣ締
結が挙げられます。
８月２６日に予定されている「京都トゥービ
ークラブ設立２０周年式典」へ私ども沖縄クラ
ブ会員４名とゲスト１名(入会予定者)での参加
を有意義な機会にしたいと思います。
記念式典の運営や、２７日に企画して頂いて
いる 世界の文化都市 観光都市である 古都京
都ならではのエクスカーションも、京都トゥー
ビークラブ様のカラーを細部に感じ取れればと
考えております。
予てより交流させて頂いている京都トップス
クラブ様も式典にいらっしゃると聞いており、
変わりなく御活躍されている様子をうかがえれ
ば嬉しく思うと同じく今回式典にゲスト参加さ
れる熊本ジェーンズクラブ様とも交流の中から
学びや気づきを得て、ワイズ活動また各々の経
済活動に活かしたいと思います。
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2017－2018 年度
月
2017
7月

強調月間
キックオフ
ＹＭＣＡサー
ビス

ASF
RBM

8月

CS

9月

ユース

湘南・沖縄部行事予定
国際・横浜 YMCA・他
19-23 AYC
21-23 アジア太平洋地域大
会(チェンマイ)

部行事
各クラブ部長公式訪問（とつ
か：７/１、鎌倉：７/１１、横
浜：７/１３、八景：７/２１、
厚木：７/２６、つづき：７/
２８）
10 半年報（クラブ→部長）
15 部報第１号原稿依頼
15 第 1 回部評議会・研修会
20 部長通信第 1 号発行
15 部報第１号原稿提出期限
15 CS 支援金申請書提出期限

東日本区行事
08 第 1 回区役員会
15 半年報（部長→会員増強

15 前期区費納期

4-6 第 24 回エイズ文化フ
ォーラム in 横浜

16 部報第 1 号発行
15 部費納付期限
16 部会（研修会・懇親会）

08-10 ユース・ボランテ
ィア・リーダーズ・フ
ォーラム

05 第 78 回 Y-Y’s 協議会
（横
浜）
23 横浜ＹＭＣＡ会員スポ

主任）

31 前期区費請求書発送

ーツ大会

10 月

EMC/E
YES

16 部長通信第 2 号発行
28 次期部長・事業主任修 14 第 20 回チャリティー
21 部役員会（次次期部長選考）
会(日本 YMCA 同盟）
ラン

11 月

ワイズ理解

11 ワ イ ズ デ ー チ ャ リ テ ィ
ー・コンサート（富士山Ｙ
募金）（継続審議）
18 第 2 回部評議会（次次期
部長選考）

ファミリーフ
ァスト

12 月

EMC/MC

2018
1月

IBC/DBC

10 半年報（クラブ→部長）
13 Y-Y’s 合同新年会
20 次期クラブ会長名報告(部
長→区書記)
3-4 沖縄部長公式訪問
17 部長通信第 3 号発行
28 各種献金納期(部→区)

2月

TOF

3月

BF
メネット

4月

LT

21 第 3 回部評議会・研修会

5月

EF/JEF

7 部報原稿提出依頼

評価

13 部長通信第４号
部報第 2 号発行
16 第 4 回部評議会

6月

4 第 2 回役員会
10 ワイズデー

23 中央 Y ウェルカムフェ
スタ

8 祈りの輪

05 第 79 回 Y-Y’s 協議会
（鎌倉）
21 YMCA クリスマス
13 Y-Y’s 合同新年会

15 半年報（部長→区会員増
強主任）

31 後期区費請求書発送
15 後期区費、各種献金納
期(各クラブ→部)
28 各種献金納期（部→
区）
3－4 次期クラブ会長・部
役員研修会（東山荘）
9 代議員会告示
6 代議員会議案締切
7-8 第 3 回区役員会
1 代議員会議案送付
15 JEF エントリー締切
1 第４回区役員会（沼
津）
2-3 第 21 回東日本区大
会（沼津）

（2017 年 7 月 16 日改訂）
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11 横浜 YMCA 会員大会

06 第 80 回 Y-Y’s 協議会
（とつか）

26 横浜 YMCA 会員総会
5 第 81 回 Y-Y’s 協議会
（厚木）

２０１６－１７年度 湘南・沖縄部 決算
(単位：円)
収入
項目

2016-17 予算

2016-17 決算

備考

区補助金

136,000

137,200 100,000 円+(300 円ｘ124 人)

部費

171,000

177,000 1,500 円ｘ118 人

ＣＳ・ＡＳＦ

142,500

151,250 1,250 円ｘ121 人

ユースフォーラム

160,000

160,000 20,000 円ｘ8 クラブ

雑収入

1,977

預り金

0

小計
前期繰越金
合計

2,290
198,800 那覇、つづき、とつか、八景

611,477

826,540

73,523

73,523

685,000

900,063

区献金

支出
項目

2016-17 予算

2016-17 決算

50,000

11,744

160,000

160,000

部活動費

30,000

30,000

委員会活動費

20,000

0

100,000

20,171

5,000

2,861

事務通信費

10,000

9,964

ＩＹＣ支援費

20,000

0

富士山Ｙ支援費

30,000

30,000

沖縄Ｙ支援費

30,000

30,000

Ｙサービス支援費

45,000

60,000

ＣＳ活動支援費

140,000

140,000

特別会計積立金

0

50,000

区献金引当金

0

部報等印刷費
ユースフォーラム

部事業費
会議費

予備費
小計

合計

198,800 那覇、つづき、とつか、八景

45,000

0

685,000

743,540
156,523

次期繰越金
685,000

備考

900,063
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区献金

２０１７－１８年度 湘南・沖縄部 予算
（単位：円）

収入・預り金の部
項目
区からの経常的収入
東日本区補助金
小計
所属クラブからの経常的収入
部費
部ＣＳ協力金
小計
その他の収入
雑収入
小計
収入合計（Ａ）
預り金（Ｃ）
区献金預り金
ユース拠出金預り金

予算額

備考

146,000 100,000 円＋＠400 円ｘ会員数(115 名)
146,000
163,500 ＠1,500 円ｘ会員数(109 名 除､担当主事)
136,250 ＠1,250 円ｘ会員数(109 名 除､担当主事)
299,750
0
0
445,750
927,200
767,200 ＠6,850 円(目標額/人)ｘ会員数(112 名 除､功労会員)
160,000 ＠20,000 円ｘ8 クラブ

支出・預り金支払の部
部活動支援金
所属クラブＣＳ活動支援金
小計
ＹＭＣＡ支援金
横浜ＹＭＣＡ支援金
沖縄ＹＭＣＡ支援金
Ｙサービス支援金
小計
部運営費
部長公式訪問等活動費
部行事費
新企画運営費
部報等印刷費
事務通信費
会議費
小計
予備費
支出合計（Ｂ）
預り金支払（Ｄ）
区献金預り金支払
ユース拠出金預り金支払

180,000 所属クラブのＣＳ活動に対する支援金(含､八景 ICCP)
180,000
30,000 含､富士山Ｙ建設募金など
30,000
20,000 ＡＩＤＳ文化フォーラム助成金
80,000
30,000
30,000
20,000
15,000
10,000
5,000
110,000
50,000
420,000
927,200
767,200
160,000

部会、新年会等部主催行事のための費用
会員増強委員会、ワイズデーイベントなど
部報・部注通信等発行費

各種献金の区会計への送金
ＹＶＬＦ負担金を区会計へ送金

１７－１８年度収支と次年度への繰越金
156,523
前年度繰越金
単年度収支（Ａ）－（Ｂ）
25,750
預り金・支払差額（Ｃ）－（Ｄ）
0
182,273
次年度繰越金
註）会員数は 7 月１７日付修正版の湘南・沖縄部半年報に基づいています。
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部特別会計 決算
（単位：円）

項目
特別会計積立金
部会残金繰入
小計
前年度繰越金
次年度繰越金

2016-17 収入
50,000
25,000
75,000
520,000
595,000

2016-17 支出

0

2017－18 年度湘南・沖縄部 部役員お
よび
クラブ会長
部長

金子 功

横浜

直前部長

若木 一美

横浜とつか

次期部長

佐藤 節子

厚木

書記

松島 美一

横浜

会計

伊藤 誠彦

横浜

地域奉仕

大髙 治

横浜

会員増強

佐藤 節子

厚木

国際・交流

伊藤 康一

沖縄

ユース

今城 高之

横浜つづき

監事

鈴木 茂

横浜つづき

ＥＭＣ委員長

佐藤 節子

厚木

部担当主事

青木 一弘

横浜ＹＭＣＡ

湘南・沖縄部スポットニュース
○２０１７～１８年度、湘南・沖縄部は前期より
８名少ない１１５名の会員数でスタートしま
した。
○髙田一彦ワイズ（横浜）が前期をもって千葉ク
ラブに転出しました。
○林茂博ﾒﾝ&ﾒﾈｯﾄ（つづき）が今期より健康上の
理由で休会することになりました。
○金沢八景クラブが台湾からのＩＣＣＰＪ研修
生を今年もホストファミリーとして受け入れ
ました。継続して１０年目のホストファミリー
です。
○加藤利榮ワイズ邸での納涼会が今年で２０回
目を迎えました。
○沖縄ＹＭＣＡが創立５５年目を迎え沖縄那覇
クラブが中心に記念誌発刊の募金運動をして
います。
○今年度湘南・沖縄部の最初の入会者として兵藤
芳郎氏が鎌倉クラブに入会しました。
○今年度の部長沖縄公式訪問は２０１８年２月
３日（土）～４日（日）に予定されています。

【事業主査】

【監事他】

編集後記
皆様のご協力により何とかまとめることが
できました。感謝いたします。特に編集面でご
協力いただきました横浜クラブ伊藤誠彦ワイ
ズには特に感謝いたします。
現在「東日本区１０年の歩み２００７年～２
０１７年の歩み」が編纂されておりますが、湘
南・沖縄部編を担当した私にとって部報は歴史
を顧みる重要な資料であることを痛感しまし
た。その意味ではこの部報も将来大切な資料に
なると思い一所懸命編集しました。
読者の皆様には、この部報により湘南・沖縄
部の現状をご理解いただくことを切に祈りま
す。（ＩＫ記）

【クラブ会長】
横浜

舟田 正夫

沖縄那覇

玉城 哲人

鎌倉

千葉 裕子

横浜とつか

浦出 昭吉

厚木

小松 仲史

金沢八景

高橋 德美

横浜つづき

今城 宏子

沖縄

宮里 伸一郎

横浜Ｙ－３

黒澤伸一郎

備考
一般会計からの繰入金
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