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2014－2015 年度 主題
国 際 会 長：Wichian Boonmapajorn “Mission with Faith”
「信念のあるミッション」
ア ジ ア 会 長：Edward K. W. Ong “Through Love, Serve”
｢愛を持って奉仕しよう」
東日本区理事：渡辺 隆 「原点に立って、未来へステップ」
湘南･沖縄部長 ：今城高之 「一人ひとりが愛と平和の種をまこう！」
ク ラ ブ 会 長：辻

剛 「初心に帰り、世のため、人のため」

第 112 号

―喜びと楽しみを求めてー

＜夏が終わって＞

今月の聖句
「互いに忍び合い、責めるべきこ
とがあっても、 赦し合いなさい。
主があなた方を赦して下さったよ
うに、 あなた方も同じようにしな
さい。これらすべてに加えて、
愛を身に着けなさい。愛は、す
べてを完成させるきずなです。」
コロサイの信徒への手紙
3 章 13-14 節
2015 年 9 月本例会
日時：2015.年 9 月 25 日 18：30～
場所：かけはし都筑
受付：今城宏子
司会：横田孝久
プログラム
開会点鐘

辻 剛会長

ワイズソング・信条
今月の聖句

一 同

相賀チャプレン

ゲスト・ビジター紹介
会長挨拶

とモンゴルの新クラブ」
東京武蔵野多摩クラブ会長
宮内友弥さん
スマイル
各種アピール
生井担当主事

連絡・確認事項
誕生祝い
閉会点鐘

ユース強調月間に寄せて

司会者

辻 剛会長

卓話「アジアのエクステンション

ＹＭＣＡ報告

岡田 美和
今年は百日紅が例年より早く咲き初めました。暑い夏が続きまし
たが、８月末になると秋雨模様となりました。おかげで百日紅は秋
雨に打たれ、のびのびと咲いています。 私にとって、夏休みは
心身ともに充実できる大切な時なのです。学生時代は修養会や部
活動でたくさんのものをいただきました。
今年は戦後７０年の年。戦争についていろいろのことが報道さ
れ、平和であることの幸せを感じました。私たちは７０年間戦争のない平和な時を過
ごしてきたのです。当たり前に思っていたのですが、平和を心より願った夏でした。
この夏も、つま恋（掛川市 ヤマハリゾートつま恋）へ行ってきました。子供たちは
小さい頃からつま恋でスポーツを楽しんできました。息子はアーチェリー、娘がテニ
スを始めたのも、ここでした。その後孫たちも加わりました。 三代で一緒に楽しめる
のはパターゴルフです。孫、娘、夫と三代並んでアーチェリーの弓を構える姿はか
っこよかったです。その他いろいろ汗を流しました。
「ノンナ（おばーちゃん）大丈夫？」「荷物持つよ！」孫が振り返って私を気遣ってく
れました。つま恋の夏にはたくさんの思い出があります。また来年の夏が楽しみです。
８月末には横浜ＹＭＣＡ委員研修会・つづきクラブＢＢＱ大会など交わりの中で、
有意義な夏を過ごさせていただきました。健康に感謝しつつこの夏を終えます。

今月は該当者なし
辻 剛会長

～～～～～～～～～～～～～
ﾋﾟｯﾂァ ｻﾙｳﾞｧﾄｰﾚにて懇親会

～～～～～～～～～～～～～
今後の予定
９月２6 日湘南・沖縄部会
横浜ワークピア 16：00～20：00
10 月 3 日ＹＯＵ＆Ｉコンサート
都筑公会堂（集合時間別途指示）
10 月 17 日横浜Ｙチャリラン

ユース事業主任 浅羽 俊一郎
９月はユース強調月間。ＹＭＣＡをはじめたＧ．ウィリアムスと仲間が全員
ユースだったことを思い出します。最近 SEALDs という全国的な学生の運動がマ
スメディアで取り上げられていますが、社旗と向き合い、自分たちで自分たち
の未来を切り開こうとしている若者と出会い、話が通じると、それだけで嬉し
くなります。それくらい若者と接する機会は待っていても来ません。
実は今、ＹＭＣＡも Y’s もユース（高校生から３０歳前後の社会人）との接
点が少ないのが実情です。というのも今や事業に関わらないユースには居場所
がないからです。ワイズのＹ3 のような自主的活動はＹＭＣＡにはないようです。
どうしたら自主的な活動をＹＭＣＡでやってみたい、というユースをＹＭＣ
Ａの外に見いだせるか、担当主事と共に考えてもらいたいです。先ずは地元で
若者たちが何をしているか、関心を向けてください。また、ユースとすでに関
わっているクラブはワイズドットコム愛読者たちに広くその活動を紹介してく
ださい。
（理事通信第３号から転載）
前月データ
例会出席
37 名
メンバー
15 名
ビジター
4名
ゲスト
18 名

在籍会員数
月間出席数
メーキャップ

月間出席率
1

18 名 各種記録
16 名 使用済み切手
1 名 プルタブ
88％ スマイル

前月
0g
1.0kg

累計
100g
5.0kg

19,422 円

19,422 円
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8 月本例会報告
日時：2015 年 8 月 28 日（金） 17:20～17:50
会場：田園都筑教会
出席者：相賀、今城 H ,T, 岡崎、岡田 K, M, 久保、
鈴木 K, S, 辻 Tu 生井、林 M,S, 福島 横田
ゲスト：金城弘子さん
第 1 部 本例会プログラム
１、開会点鐘
２、ワイズソング・ワイズの信条
３、今月の聖句・祈祷：相賀 昇チャプレン
４、ゲストの紹介：金城弘子さん歓迎
５、会長挨拶：今年の夏はとても暑く大変でした。今日は三
人の方がお休みですが、バーベキューにより英気を養い
ましょう。またこの後、YOU＆I コンサート第１回運営委員
会、BBQ 大会が控えているので議事を早く終わらせたい
のでご協力をお願いします。
６、報告・連絡事項
（１）9 月予定確認
＊ 湘南・沖縄部会：於）「ワークピア横浜」、参加費 6000 円、
参加者の確認、参加クラブごとに出し物を披露するので、
当クラブは「花は咲く」を歌う。
＊9 月の卓話者は宮内友弥さん（東京武蔵野多摩クラブ）。
＊東京武蔵野多摩クラブ訪問の件（９/９（水））
卓話をお願いしている宮内さんのクラブであるので訪問し
たい。 辻 Ts ,林 S さんが出席予定。
＊ Y・Y’s 協議会（9/1・火） 今城T 岡田K、鈴木S 辻Tｓ
さんが出席予定。
（2）YMCA 報告（生井）：チャリテイーラン（10/17）への協力
依頼。
（3）今月・来月の CS 活動確認：すぷーん調理ボラ・GTL 傾
聴ボラ・ぽけっと送迎ボラ・みんなの家を担当者表で確
認。

７、協議
（１）第 18 回チャリランの件：チームを何チーム出すか 9 月
事務例会で検討する。
（２）YOU＆I コンサートについて：この例会の後、運営委員
会を行う。チラシとチケットが出来ているので各自持ち帰り
協力する。チケットを一人 10 枚は責任を持って頂きたい。
8、ハッピー・バースデー：林 S、田中、辻 Ts さん
9、合唱練習 湘南・沖縄部会の出し物として「花は咲く」の
合唱練習。
10, 閉会点鐘

第 2 部 ＢＢＱの夕べ
参加者：メンバー15 名、みんなの家 4 名、アーモンド 8 名、
アスタ PC1 名、ビジター4 名、ゲスト 5 名 計 37 名
当クラブ恒例の BBQ 例会が You & I コンサート運営委員
会に引き続いて、予定通り pm７:00 に始まりました。

今年の夏は例年にない猛暑が続きました。この週は少し
楽になりましたが、台風の影響で雨模様の不安定な天気が
続いていました。当日も雨が心配で、焼き方の炉の上にビ
ニールシートを張り、食卓もテントの中に準備をしましたが、
幸い本降りの雨とはならず、感謝でした。

場所が狭いこともあり、今回は焼けたものを席に運ぶ方
式にしたところ、ゲスト、ビジターの方々をはじめ、みなさん
の話が大変弾んでいました。今回のゲスト、ビジターは多方
面の方々にお越しいただきましたが、親しく歓談が出来た
ように思います。また、BBQ のメニューも大変美味しいと好
評をいただきました。お肉、魚、野菜、焼きそばなどの食材
はもちろん、用意したビール 60 本、 ワイン 日本酒もすべ
てなくなり、終了時刻になっても話が尽きないようで楽しい
ひと時でした。

今年は BBQ 例会の中で「スマイル」献金をさせていただ
き、合計19,422 円が集まりました。ビジター、ゲストの方々も
「スマイル」に加わっていただき、感謝です。「スマイル」献
金は、当クラブの地域奉仕活動等に用いさせていただくこ
とになっています。
（鈴木 恭子 記）
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＜９月事務例会報告＞
日時：２０１５年９月８日（火）１８：３０～２１：００
会場：田園都筑教会
出席者：今城Ｔ・Ｈ、岡崎、岡田Ｋ・Ｍ、久保、鈴木Ｋ、
辻Ｔs、林Ｓ・Ｍ、福島、横田、
部会で披露する合唱の練習をするため、議案から始めた。
議案（１）各事業チームのメンバーの件（提案書参照のこと）
会長提案の「検討チーム６件」について審議した。
１「クラブ創立１０周年記念誌」検討チーム・・・鈴木Ｓ、林Ｓ
２「クラブ創立１０周年記念例会」検討チーム・・・林Ｓ
３－（１）チームＡ・・・久保
ＹＭＣＡのＢＡＰＹ（子ども支援）基金への協力として「チャ
リティ-ゴルフ」とかつづきクラブの事業として「都筑歌声ひ
ろば」を検討したい。
３－（２）チームＢ・・・女性陣。南相馬市の原町教会付属聖
愛保育園の子供たち（９０名）へ手作りの誕生日カードを
毎月送る。これを「東北被災地支援プロジェクト」として進
めることを決定。
４「会員増強」チーム・・・久保、鈴木Ｓ、林Ｍ、横田
５「クラブ会則」見直しチーム・・・鈴木Ｓ、辻Ｔs
６「クラブ内親睦促進」検討チーム・・・鈴木Ｓ、林Ｓ、横田
以上各チームの担当メンバーを決めたが、クラブ事業で
あるので全員がメンバーとして盛り上げること。
議案（２）チャリラン協賛チームの件
今年度は２チームとする。「みんなの家」「アスタＰＣ」の 2
チームにスポンサーとなる。
議案（３）10/23（金）本例会の件（林Ｓ提案）
１０月は「ＥＭＣ」の強調月間なので「クラブシンキングデ
ー」が予定されているが、「ぶどう狩り」はどうか。「シンキ
ング」はバスの中で行う。他へ積極的には案内しない。費
用などを詰めたい。
議案（４）10/15（木）山元町訪問の件（林Ｓ担当）
参加者は久保、辻Ｔs、林Ｓ３名。
議案（５）都筑区災ボラネットワークへの団体加盟の件（林Ｓ
担当）
賛成。会則も整ったので、事務手続きを進める。
議案（６）ＢＡＰＹ（子ども支援）基金の件
３－（１）チームＡで検討する。
 報告・連絡・確認事項
・ＹＯＵ＆Ｉコンサート報告（今城Ｈ）・・・「当日の業務及び手
配」「役割分担表」を参照。
・「みんなの家」報告・・・COCO の集いが 9/1 実施された。（今
城Ｈ）ポピーの定例会が 10/21 にある（鈴木Ｋ）
・「アーモンド」報告・・・ＢＢＱ大会に大勢参加できて感謝さ
れた。
・今月来月のＣＳ活動確認・・・月別担当者予定表を参照の
こと。
＊最後に今城Ｈ、久保ワイズのピアノとギターの伴奏で「花
は咲く」の合唱練習。終わって、台風の雨の中、懇親会
会場「一心」へ向かった。
（岡田勝美 記）

＜第 5 回ＹＯＵ＆Ｉコンサート＞
横浜室内合奏団のプロフィール
横浜室内合奏団は 1987 年に結成し、今まで音楽会に来
たことのない方達にも楽しかったと思っていただけるコンサ
ートを目指して活躍している。
前半はクラシックからポピュラーまで様々な器楽の合奏、
後半はオリジナルの爆笑(？)オペラで、他にはない独自の
演奏活動を展開している。チャリティーコンサートにも積極
的に参加し中区社会福祉協議会より功労賞を受賞してい
る。
また、英国王立音楽院リチャード・ディーキン教授との演
奏会も定期的に開催している。
今年のプログラム
 イタリア組曲より
イントロダクションとガボット/ストラビンスキー
 ラフォリア/コレルリ
 アベマリア/カッチーニ
 アナと雪の女王レットイットゴー/ディズニーより
 星に願いを/ディズニーより
 虹の彼方に/アーレン
 情熱大陸/葉加瀬太郎
-休憩 歌劇「桃太郎」
作曲/小岩悦也 脚本/佐藤大祐
＜10 月３日の役割分担 ◎チーフ＞
 総括・渉外：◎今城Ｈ、今城Ｔ、横田、 集合 9：00
 会場設営：◎生井、相賀、今城Ｔ、岡田 K、林Ｓ、
横田、北 Y+ＡＣＮ

集合 11：00

 弁当手配・配布：◎今城 H、
（弁当＋お茶 1.000 円 40 個）

集合 12：00

 緊急時避難誘導：◎鈴木 S、岡田 M、辻 Tu、林Ｓ、
福島

集合 11：30

 受付：◎横田、今城 H、岡崎、岡田 M、鈴木 K、
生井(募金箱管理)、

集合 12：00

井筒さん(大和 Y)
 演奏者対応・楽屋：◎岡崎

集合 10：00

 場内放送：◎林 M、今城 T

集合 13：00

 舞台操作：◎岡田 K、今城 T、

集合 12：00

 会場案内（扉開閉・母子室管理・車椅子介助者用パイ
プ椅子管理）３名

集合 13：00

：舞台・楽屋関係者以外で手すきの人が順
繰りに担当
 記録・撮影：◎辻 Tu、鈴木Ｓ

集合 13：00

 後片付け・清掃：全員 （チェック表を提出）
 開会挨拶：都筑区社会福祉協議会 阪野事務局長
 閉会挨拶：辻 剛運営委員長
 その他：バンダナ着用、名札。
3

2015 年 9 月号

2015 年 9 月 15 日発行

＜９月横浜北ＹＭＣＡだより＞
９月９日からの豪雨により、茨城県常総市を中心に洪
水、床上浸水など甚大な被害が発生しています。横浜Ｙ
ＭＣＡでは、茨城ＹＭＣＡが協力している日本キリスト
教団水海道教会・付属子ども園を通して支援活動を行い
ます。
支援活動の内容は、茨城ＹＭＣＡが協力している水海
道教会ボランティアセンターでのワークが予定されてい
ます。教会と付属こども園の清掃・洗浄作業、地域の家
庭の清掃・片づけ作業などが現時点での内容とのことで
す。9 月 19 日に第 1 次復興支援活動としてボランティア

日本基督教団水海道教会・付属双葉こども園及び近隣
の様子

を派遣します。今後も東日本豪雨水害復興支援活動ボラ
ンティアの派遣が予定されていきます。皆様にも随時連
絡・報告させていただきます。どうぞご協力よろしくお
願いいたします。
秋のＹＭＣＡは、イベントなどが盛りだくさんでもあ
ります。会員スポーツ大会、ジュニア＆マスターズ水泳
大会、１０月には、ＹＯＵ＆Ｉコンサート、チャリティ
ーラン、１１月には北ＹＭＣＡ祭（バザー）などが予定
されています。つづきワイズの皆様には、各イベントへ
のご指導とあわせ、ご協力を今回もお願いいたします。
うれしいニューズがあります。現在、横浜北ＹＭＣＡ
で運営している菊名小学校放課後キッズクラブが『2015
年度 優れた「地域による学校支援活動」推進にかかる文

心して過ごせる居場所と合わせて、家庭への支援として

＜都筑区災害ボランティアネットワーク設立＞
被災時に全国から集まる一般の災害ボランティア
の受付・派遣を円滑に行うため、都筑区社会福祉協議
会が運営する
「都筑区災害ボランティアセンター」
で、
ボランティアのコーディネートやボランティアセン
ター業務の運営・支援を行う都筑区災害ボランティア
ネットワークが設立されます。クラブ発足当時の渡辺
担当主事が立ち上げに尽力された経過から、このネッ
トワークに団体登録することとなりました。設立総会

の位置づけも大切にしてきたことが今回評価を受けるこ

は、１０月２１日１９時から、団体登録費は年間２千

ととなりました。

円です。

部科学大臣表彰』
（横浜市推薦）を受けることとなりまし
た。
この表彰は、地域全体で学校や子どもたちの教育活動
を支援する活動のうち、その内容が特に優れ、他の模範
と認められるものに対して行われるものです。
ＹＭＣＡが運営するキッズでは、地域の方々とともに
活動を進めてきました。特に子ども達にとって安全・安

（林 茂博 記）

これからも、
異年齢の交流や地域の方との交流など
「体

10 月例会予告
１０月本例会は移動親睦例会として、ぶどう狩
りとワイナリー見学のバスツアー例会になりま
す。会員増強の機会として、知人・友人をぜひお
誘い下さい。１２名で７千円の参加費(食事代別)
ですが１５名になれば、５７００円となります。
本例会：10 月 23 日(金)9：00－20：30
センター南発着ですが、途中経路での乗車・下車可
10 月事務例会は、13 日（火）18：30 から田園都筑
教会で行います。
「チャリラン」や年内諸行事計画
について打ち合わせます。

験」を通した「学び」を大切に活動を進めています。
キッズを通してさらに強いつながりのある地域の創造
にも寄与していきたいと取り組んでいきます。
《１０月の主な行事》
・10 月 17 日（金）第 18 回横浜ＹＭＣＡインターナショ
ナル・チャリティーラン
※雨天時は 18 日（日）に順延
横浜北ＹＭＣＡ 館長 生井知三
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