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2021-2022 年度主題
国際会長(IP) Kim Sang-chae (Korea) キム・サンチェ
主
題 “Ys Men with the World”「世界とともにワイズメン」
スローガン “Heal the World with Love and Dignity”
「愛と尊敬で世界を癒やそう」
アジア太平洋地域会長(AP) 大野 勉（神戸ポート）
主
題 “Make a difference beyond the 100th”
「100 年を越えて変革しよう」

スローガン “Be healthy！” 「健康第一！」
東 日 本 区 理 事(RD) 大久保知宏（宇都宮）
主
題 “Think for the next generation”
「私たちは次の世代のために何が出来るか？」

スローガン “We are stronger together than we are alone”
「絆を深めるとき」

湘南・沖縄部長(DG) 若木 一美（橫浜とつか）
主
題 「咲かそう 人の輪～明るく・楽しく・元気よく～」
クラブ会長主題 久保 勝昭
“良きつながりを持って”心ひとつに「無理の無い活動を」

キックオフ（7 月例会）
横浜つるみワイズメンズクラブ会長

久保 勝昭

2021 年７月８日（木）16：００より鶴見中央ケアプラザ多目的ホールにて今年度第 1 回目の例会を開
催する事が出来た。コロナ禍で第 3 回の緊急事態宣言下ではあったが、3 密をさけ、検温、メンバー9
名出席で開く事が出来た。7 月はキックオフの月であり、前期総会の開催実施時期でもある。
2020~2021 年もコロナ禍で大変な期ではあったがマスク、検温、消毒を実施して行いました。総会の
内容と結果を簡単に載せておきたいと思います。
2020～2021 年「事業報告」について・キックオフ（7 月）の例会（総会）は無事終了。しかし、その
後コロナ禍が猛威を振るい始め 3 月~5 月の例会は中止、また横浜ＹＭＣＡのイベントほとんどズーム
で、当初考えたプログラム通り実施出来ないことも有って、外部の人の力を借りるように方向転換をす
ることとした。9 月、11 月は卓話をいれ、それぞれ充実した例会を持つことが出来た。今期、クラブの
ビックニュースは何といっても日野東亜子さんの入会である。古田部長、辻委員長、古賀会長、日下部会
長、千葉副会長立ち合いのもとで、立派な入会式ができた。6 月 12 日（土）は自分自身（ワイズ歴 38
年）初めての経験であるが、第 24 回日本区大会にズームで参加した。この日は例会を、この大会に振
替、メンバー全員出席のもとズームではあるが、大会の雰囲気を味わってもらった。
「会計報告」
「会計監査」問題なく可決。
「新役員選出」☆会長・久保、書記・久米、会計・中村、監査・
新改☆エクステンション委員・久保、久米、駒井で可決。
「今年の活動方針」☆横浜ＹＭＣＡのプログラムに積極的に参加する☆有意義な（自分にあった）ボラン
ティア活動に参加する☆クラブとして興味の湧くプログラムをメンバーが考える☆お助けボランティ
ア活動に参加するという議案が出されたがいずれも可決された。最後に自分の案で、月ごとに名前をい
れ翌月のプログラムを考えるという案は否決された。一人が考えるのでなくて全員で考えるということ
で落ち着いた。
“良きつながりを持って”心ひとつに「無理のない奉仕活動を」が会長標語であるが、今年はコロナ禍
が去ったあと心ひとつに「みつかる」
「つながる」
「よくなっていく」の言葉がよく似合うクラブになり
そうである。

日野東亜子さん
入 会 式

2021 年７月８日 第 1 回例会
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あっと言う間の 3 年目に突入、様々の出来事に
出会い 2 年前の仙台 Y’s 国際大会で、多くの
Y’s 会員の方達との出会い、又東日本震災の爪跡
を目にして、自然界の怖さ、人々のふれあいの有
り難さを肌で感じさせて頂きました。Y’s の国際
的組織の偉大さには、とてもついていけません
が、この 2 年間で、数多くの人々、事柄、未知
の世界に、出会えた事に感謝します。
久米康子

今回は仏教です。
七月盆と八月盆がありますが｢先祖がいてくれたか
らこそ、今の私たちが存在する｣という考えでお墓
参りをします。
“みつかる。つながる。よくなっていく。
”
ボランティア活動を子孫につなげます。
渡邉光枝

コロナが蔓延して、いつものボランティアが出来
ずに、家でダラダラしている状態です。ボランテ
ィアで、皆さんにお茶をだしたり、食事を運んだ
り、お掃除をしている姿を思い出しています。つ
るみクラブで皆さんと話したり、歌を歌ったりし
て楽しく過ごしていた時の事も思い浮かんできま
す。これからも、もっともっと例会に参加して、
皆さんと力を合わせて、つるみクラブを盛り上げ
ていきたいと思っております。二回目のワクチン
が済んだら、ボランティアや、つるみクラブにお
おいに参加したいと思っております。今後もよろ
しくお願いします｡これが私の一言です。

２０２１年 7 月 24 日

つるみワイズメンズクラブが発足して 2021 年６月で
３年目に入るから何か書くようにとのことですが、入
会して 1 年目はほんの少し活動はできたものの、
2019 年の 12 月に中国武漢でコロナウィルスが発症
し、あっという間に世界中に広がり、この為つるみワ
イズメンズクラブも２年目の活動としては１名日野さ
んが入会されるという大きな動きはあったものの、活
動としてはコロナの為にリモートでチャリティーラン
を応援しただけにとどまり、毎月の例会も 2021 年に
入り緊急事態宣言がでたりで毎月開くとはいかない状
態でした。３年目に入ってからも恐らく 7 月から 9 月
にはオリンピック、パラリンピックがあり海外から多
くの人が来日して人流が絶えないこともあり、コロナ
はなかなかおさまらないように思うので、クラブの活
動も大変厳しいものとなるのではないでしょうか。ど
うか 2022 年４年目に入る頃には多少なりとも活動の
場が出来るようになれば良いと思いますが、最近ウィ
ズコロナという言葉を耳にします。ウィズコロナと
は、今後コロナと共存していくという意味合いなので
しょうか。コロナウィルスが存在する社会を前提とし
たならば、私たちの毎日の生活や仕事を変えていく必
要があります。そうなるとつるみワイズメンズクラブ
のこれからの活動の仕方もいろいろ考えていかなけれ
ばならなくなるのかとも思います。
松井美津子
Y’s の会員になりまして 3 年目になりますが、1 年
に 2 回の会計監査のお役目を頂きまして、何とか無
事に過ごしてきましたが、未だに良くわかりません。
今後もよろしくお願い致します。
新改悦子

駒井恵美子
つるみクラブは 3 年目を迎え、日野東亜子さん
が入会して仲間が増え 10 名になったことが、
新年度早々の喜ばしい出来事でした。元教師で
もあり、いろいろな特技をお持ちの方で、クラ
ブの活動も活発になることと思います。
2 年間を振り返って、どうだったか？と考え
てみる。ワイズメンズの活動を何も知らず入会
したので、1 年目は学びの年と考え、いろいろ
な会合や大会などには、ほとんど参加しまし
た。特に、つづきクラブの鈴木茂様から、
「会
計」のことや「国際協会ワイズメンズクラブ」
について、プロジェクターで数回講演をしてい
ただき、かなり勉強をしたのですが、理解力や
記憶力が衰え、なかなか･･･「つづきクラブの支
援があったから今がある」と思っています、本当
に感謝しております。3 年目、クラブの活動を充
実していく年度なのに、仲良しクラブ的な活動
しかしてこなかった私には、
「YMCA」
「国際協
会ワイズメンズクラブ」
「東日本区」
「湘南・沖
縄部」という、大きな組織に今でも、ついてい
けない自分がいます。でも、クラブ会長の“良
きつながりを持って”心ひとつに「無理のない
奉仕活動を」に支えられ 3 年目に向かって進ん
で行きましょう!!と自分に言い聞かせています。

コロナ禍の為、入会したばかりの数ヶ月、二、三のイ
ベントに参加させて頂いただけで、後は何の活動も出
来ずに、三年目を迎えました。この間でも久保会長の
『記録として残しておきたい』というお考えで、″ブ
リテン″が毎月発行されていました。そのため『何で
も良いから、何か書いてください』のお願いが何度か
ありました。文才もなく、題材にも乏しい私には、こ
の『何でも』が書けず、大きな重荷となりました。″
さりげなく″をモットーに、長年細々と気楽に友人達
とボランティア活動（主に音楽を介して）を続けて参
りました私にとって、クラブでの″活動を報告文に書
く″ということだけでもかなり抵抗がありましたの
に、コロナ禍で活動中止でも何かを書いてという事
は、かなりの苦痛でした。クラブを一生懸命盛り上げ
ようとご尽力されている久保会長、またそれを一生懸
命サポートされてる、他の会員の方々にも、この様な
気持ちでいたら迷惑をおかけするし、高齢でもあるの
で、今後この儘続けられるか、続けて良いものかどう
か悩み、会則を充分把握せず入会した無責任な自分
を、改めて猛省するコロナ禍の日々でした。
吉本正子

中村純子
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星に願いを

２０２１年 7 月 24 日

～七夕かざりを作りました～

鶴見中央のデイサービスでは、笹を使って七夕かざりを作り、
短冊に皆様の願いをお書きいただきました。
笹は、寺谷地区にある熊野神社から、町会長の許可をもらって
切り出したものを利用しましたので、青々とした立派なもの
で、作ることが出来ました。
今年ややはり新型コロナ関係が多く「コロナが収まって○○へ行きたい」
「コロナが早
く収まりますように」や「健康第一でケアプラザに来れますように」
「我が子・孫の幸せ
を願います」など、皆様のお気持ちを飾っていただきました。
皆様の願いが叶って、笑顔で毎日が過ごせますように。
鶴見中央ＹＭＣＡ

みつかる。
傾聴とは何か

つながる。

島田

徹

よくなっていく。

～よい聴き手になるために～

最近「傾聴」ボランティアの依頼が増えてきました。人に話して楽になるという経験
はよくあるかと思います。はたして自分は聴き上手になっているのだろうか・・・。
「言葉は聞いたことある」「興味がある」「以前学んだことがあるが確認したい」など
傾聴について学ぶ講演会を企画いたしました。
日時：２０２１年９月３日（金）13：00～15：00
場所：鶴見中央地域ケアプラザ
講師：社）日本傾聴能力開発協会認定講師

はまや

かおり氏

聴くことだけでなく、話すのが苦手な方も参加でき、傾聴の入口を２時間で伝える講演
です。無料ですので皆さんもいらしてください。
鶴見中央 YMCA
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久米康子
久保勝昭 会長

島田徹 所長

YＭCA 横山裕二

7 月例会プログラム
日 時：2021 年 7 月 8 日（木）16：00～18：00
場 所：横浜市鶴見中央地域ケアプラザ 多目的ホール
出席者：久保勝昭,島田徹,久米康子,新改悦子,中村純子,
日野東亜子,松井美津子,吉本正子、渡邉光枝、
「司会進行」 渡邉光枝
ピアノ：吉本正子
1．開会点鐘及び挨拶・・・・・・・・・・久保会長
2．ワイズソング・ワイズの信条・・・・・全
員
3．会長・島田所長 あいさつ
☆2021-2022 年度第 1 回つるみクラブ総会☆

松井美津子

吉本正子

駒井恵美子

渡邉光枝

「審議事項」
1 号議案 2020～２０２１年度事業報告・会長 久保勝昭
新改悦子

2 号議案会計報告・会計 中村純子

中村純子

3 号議案・・・会計監査 新改悦子

日野東亜子

4 号議案 2021～２０２2 年度新役員候補選出
・会長：久保勝昭 書記：久米康子 会計：中村純子

2021 年 7 月例会データ

監査：新改悦子
在籍会員数

・会員増強委員：久保勝昭、久米康子、駒井恵美子

メンバー

（承認される）

10 名

5 号議案 2021～２０２2 年度活動方針（案）
：会長

7 月出席者数
メンバー

出席率

9名

ﾋﾞｼﾞﾀｰ

0

ゲスト

0

90％

6 号議案 2021～２０２2 年度年間行事予定（案）
：書記
7 号議案 2021～２０２2 年度予算（案）
：会計
計

8 号議案リクレーション（月）担当設定（案）
：会長

10 名

合

計

9名

9 号議案「お助けボランティア活動（案）
：会長
（8 号議案以外は承認される）
「YMCA 報告」
《ちょこっとお助け隊》について
6 人位でいろいろな知識を活かして活動している。
鶴見中央、豊岡、寺谷、佃野、地域にお住まいで、一人

＜役員会＞
6/24(土) 13：30～16：00
出席者；久保会長、久米、中村、渡邉
議 題
〇 8 月の例会について
〇 ブリテンについて
〇 その他

暮らし高齢者で体が不自由な方の、ちょっとした困り
ごとのお助け（草むしり、電球交換、清掃、等々）
月 1 回定例会、参加して活動を知って欲しい。

＜今後の予定＞
評議会（ZOOM 会議）

「連絡事項」
次回例会：2021 年 8 月 12 日（木）16:00～18:00

日時：7/31(土)15：00～17：00
場所：鶴見中央ケアプラザ

鶴見中央地域ケアプラザ 多目的ホール
閉会点鐘

次回例会
日時：8/12(木)16:00～18:00
場所：鶴見中央地域ケアプラザ多目的ホール

会長ﾞ
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