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会長ひと言
浦出 昭吉
◎今月の聖句◎
～天皇の生前ご退位が確定～
「求めなさい。そうすれば、与えられる。」
平成天皇の生前ご退位が確定しました。
－マタイによる福音書７章７節－
このお方の見事なまでの発想の柔軟さと 事の運びの重厚さ
さて、求めさえすれば望みがかなうのでしょうか…。現実
には 日ごろから 心より敬服申し上げております。
はそぅ甘くはありませんね。「こうしたい。」「こうなりたい。」と願
思えば、それは このお方の結婚に始まりました。
いますが、中々そのとおりにはいきません。そぅした人の力で
そのころ、民主国日本がスタートして男女同権や個人の人権
は難しい事柄も、真剣に神に祈れば、願いは届くかもしれま
尊重などが かまびすしく叫ばれつつあったとは申せ、まだ
せん。神は聞いてくださるかもしれません。否定的な気分を
まだそれらは庶民のささやかな知恵であり作法でしかなか
排し、人生、前向きに・肯定的に生きてこそ 神はその願いを
ったころに、
「明るい結婚」
「周囲から本当に祝福される結婚」
聞いてくださるでしょう。聖句の中でも、よく知られたみ言葉です。
とはこういうもの…と、その有りようをお示しくださいました。
ここで 今一度 基本に立ち返ってみることですね。
私よりほんの少し年長でいらっしゃるこの方が、想像を絶する
強調月間 ＥＭＣ／Ｅ・ＹＥＳ
歴史と伝統とその重圧を跳ね除ける結婚像を見せ、その後の
夫婦像、
家庭像を描き お示しになりました。
お相手を選ばれ、
進むべき方向を確固とお示しになったのもこの方でした。
EMCのうちの、
今月はExtensionのE、
「クラブ拡張」
、
そして、今度は「退位」です。これこそ 正にご本人ご自身
「新クラブ設立」の意。ワイズ運動の発展･強化には欠かせ
のご発意そのものでありました。
ない運動ですね。とつかクラブは 2006 年の金沢八景クラブ
あらゆる問題すべてが、
前例重視を踏襲し 追従が当然とさ
設立以後 10 年を過ぎ、ストップしたままです。そろそろ
れた皇室にあって、あえて極端な表現をすれば 革命的とも
‘子クラブの設立’を考える時期に来ています。
いうべきそのお姿と 軽やかに象徴として歩まれるお知恵に
YES、Y’s Extension Support の略、上に述べた様な
限りない尊敬と希望の念を禁じ得ないのは ひとり私のみではな
新クラブ設立を目指すクラブを支援するために エリアから
いと思いますが、ワイズの皆さんはいかがお考えでしょう…。
準備金が交付される。一方、区は＠500 円以上の拠出をと…。
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☆湘南･沖縄部 第 21 回部会（第 1 例会振替え）報告☆
浦出 昭吉
日 時： 2017 年 9 月 16 日（土) 14：30～19：00
「幸せなら手をたたこう 幸せなら態度で示そうよ…」という
場 所： ワークピア横浜
歌詞を作った。その後、世界各地を旅するたびに現地語で
出席者:（メ ン）加藤、小俣、佐藤、鈴木、土方、浦出
この歌が歌われているのを知り、深い感動を覚えた。そして
（メネット）加藤、吉原
計）8 名
70 年のベトナム滞在中に、ベトコンを探し出すために米軍
‘Y’s の絆を強め、広げよう’の部長主題で 62 名が参加して
が使った猛毒のダイオキシンを含む枯葉剤散布のために人の
開催された湘南･沖縄部 第 21 回部会は、土砂降りの雨とは裏腹に 遺伝子に致命的な損傷を与え、流産や異常児の増加という
場内は、多彩な顔ぶれに 終始 熱気と歓声に包まれました。
悲惨な現実を目の当たりに見て、
「新しいいのちの価値判断
4 部に分かれたプログラム、その第一部は
の学問分野」
、いわばバイオエシックス構想への原点となっ
開会礼拝、青木一弘部担当主事の進行で行われ、 た…。
』ことが、PC 画面に大写しに映し出される悲惨な異
献金は九州豪雨緊急支援に捧げられました。 常児の姿態に 息を飲む思いで見ながらの 1 時間でした。
引き続いて第二部は部会、松島美一部書記の司会で
記念撮影に収まった後は、小松仲史厚木クラブ会長の司会
始まり、金子部長（写真）
、栗本理事、田口総 により懇親会に入りました。押川ワイズの食前の祈りの後、
主事のご挨拶や報告が順調に行われ、いよいよ 加藤ワイズによる乾杯の発声で一斉にグラスを傾け、交流の
本日のメイン、第三部の記念講演に入りました。
輪が立ちどころに広がりました。ほとんどの皆さんとはお顔
講演者は、
「戦争･平和･いのちを考える」のテーマで早稲田大学
馴染みなこともあり、また立食の気安さもあって、気軽に
名誉教授の木村利人さん、…というより、‘幸せなら手をたたこう…’ 移動しては、大いに旧交を温めることができました。クラブ
のあの歌の作詞者として名の知られた方です。テーマと同名の著作 紹介タイムでは、舞台に上がってひと言ずつお話を手短に、
本もあり、また席上、レジメも配布され、内容の理解には事欠き また、加藤ワイズは講演者の木村さんと笑顔で言葉を交わして
ません。
『まだ早稲田の学生だった 1959 年（25 歳）に早稲田奉仕園 おりました。定刻の 19 時、YMCA の歌で閉会となりました。
の主事から誘われ、初めてフィリッピンでの YMCA 国際キャンプ
に参加して戦争で戦った敵味方が過去の事実と向き合い、その苦しみ
や悲しみを超えて、許しと平和と希望を願うキャンプだったが、
現地での日本人に対する憎悪の強さに苦しみながら、一生懸命に
地元の人たちと汗を流し・語りかけながら作業を進め、序々では
あるが打ち解け、心を開いてくれるようになった。そんな折、キャンプ
の時に読んだ‘すべての民よ、手を打ち鳴らせ。神に向かって喜び
歌い、叫びをあげよ。
’
（詩編 47･2）を基に、感謝と喜びをこめて、
☆木村利人さんのお心遣いに感謝！☆
加藤 利榮
記念講演者の木村さんは、先だって東京 YMCA
の午餐会に招かれ、お話し頂いていると伺って
いましたが、今回、直接お会いできてそのお人柄
に接し、彼の理想の高さと信念の深さにすっかり
惚れ込んでしまいました。席に着かれるなり
ご挨拶申し上げた処、
「お隣にお座りいただいて
少しお話を…。」と言われ、厚かましいのを承知で、ご講演に入る前
からお話させていただきました。そのご様子から 私が卒業した新制
第１回の 1953 年に同じ学部にお入りになられたことも分かり、一層
の親しさが湧きます。
「…後ろの方に家内も居りますので…。」など
と話が弾みます。１時間にわたるご講演を目前にしたお方とはとても
思えない落ち着きぶりに、遅まきながらキャリアの違いを感じた
ひと時でした。いよいよ出番となられたときも、
「それじゃぁ…。」と
言われて壇上へ…。ご講演のあらましは、会長が上に書いており
ますが、内容について２,３お聞きしたいなと思っておりました。
当夜は、
その機会を得ないままお別れのご挨拶を交わしてしまい、
心残りになっていた処、先生からメールで、かつて NHK･BSⅠ
（約２時間番組）で放送された『
「幸せなら手をたたこう/誕生秘話」
（前･後編）
』をお送りいただきました。先生、有り難うございました。
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☆第２例会報告☆
浦出 昭吉
日 時：９月１９日（火） 18：30～20：00
場 所：湘南とつか YMCA 205 号室
出席者：
（メン）長田･加藤･小俣･佐藤･鈴木･土方･浦出
（メネット）加藤･吉原
計）9 名
◇ 報告事項
① 第 21 回湘南･沖縄部部会：９/１６・14：30～（別掲）
② 第 2 例会：９/１９・18：30～・湘南とつか YMCA
③ 横浜 YMCA 会員スポーツ大会:９/２３・フェリス大（別掲）
④ 湘南とつか YMCA 運営委員会：９/２５（別掲）
◇ 協議事項
① 10 月例会：１０/７・YVLF 参加者の報告会（別掲）
② You & I コンサート：１０/７・入場券を席上配布
③ メネットの集い：１１/２５・第２報をまって対応
④ ジャガイモの取扱い：入荷をまって対応する。
⑤ 会員スポーツ大会：小俣・若木両氏が参加予定。
⑥ 第２０回チャリティーラン：役割･担当は例年どおり。
◇その他
◎ ハピーバースディ：有田・佐藤・浦出の３ワイズに
記念品を贈呈し、定刻閉会した。
－以上-

☆横浜 YMCA 会員スポーツ大会開かれる☆
小俣 妙子
９月 23 日（土･祝）
、前日からの雨の中で 17 回目となる横浜
YMCA 会員スポーツ大会が、例年のとおりフェリス女学院大学
緑園キャンパス体育館で開催され、鎌倉クラブの千葉さんと待ち
合わせ、戸塚駅からバスで会場へ向かいました。
今年は地域の行事などと重なり、例年より少なめ（特に子ども）
の２５チーム（大人１８･子ども７）で、全体で 300 名ほどが
集まって行われました。
午前中はリーグ戦、午後は、4 ブロックから各リーグ戦を勝
ち抜いた上位 3 チームの計 12 チームで決勝トーナメントが行わ
れました。私の役割は‘審判’
、毎年のことながら、その場の
ムードに刺激され、こちらまでいつか真剣になっています。
いずれのチームも迫力満点、
優勝するには 9 試合をこなさなけ
ればなりません。さぞ大変だったろうなと思いました。
心配された怪我や事故もなく、予定された午後２時半ころに
は、優勝したトツカ・ファリーズ（とつか）等の表彰式を行い、
後片付けなど会場を整理したのち閉会、3 時過ぎには雨も止み
晴れ上がった会場を後にしました。
関係の役員やボランティアの皆さん、お疲れ様でした。
さて、この会員スポーツ大会、横浜 YMCA の常置委員会の
会員事業委員会の中に大会のつど設置される
‘会員スポーツ大
会実行委員会’が、大会の計画から運営までのすべてを行って
います。さらに、例の 2 月の会員大会、あちらも会員事業委員
会の所管です。ご存知とは思いますが、ご参考までに…。

☆湘南とつか YMCA 運営委員会から☆
吉原 訓
2017 年度第 3 回湘南とつか YMCA 運営委員会が 9 月
25 日（月）18 時 30 分から同 YMCA 4 階の会議室におい
て開かれ、加藤ワイズとともに出席しました。
運営委員には、ともすると年配者に偏りがちな顔ぶれの
中で、わが委員会は、成人を迎えたばかりの女性ユースリー
ダーを始め、YMCA 常議員、整骨院院長、教会牧師、民生
委員、教師…とたいへん多彩な顔ぶれ、委員長は加藤ワイズ、
全部で 9 名の委員で構成され、委員会は湘南とつか YMCA
の運営に少なからず裨益する要因ともなっています。
2 か月に一度の割合で開かれるこの会合、当夜は『第 2･
四半期（７～9 月）事業活動報告』など 3 件の案件につい
て協議しました。特に、事業活動報告では、
（今回に限った
ことではありませんが）大高聡館長の歯切れの良い進行で、
健康、語学、オルタナティブ、アフタースクール、スポーツ
専門学校、乳児保育園、保育園、踊場・舞岡地区センター
と、9 部門の責任者から手許に配布された資料に基づいて
報告を聴き、些細な事案についても質疑し、緊張感を持っ
てその把握に努めています。また、11 月 3 日に開催される
『17 年度 YMCA・いーとつか祭』の件では、実行委員長
をされる勝田委員から説明や問題点などが提議され、別に
設けた専門委員会で 更に 煮詰めることとなりました。
なお、委員会では年 1 回、YMCA スタッフとの交流会を
定期に開催し、顔の見える形での運営に寄与しています。

☆‘You ＆ Ⅰコンサート’アラカルト☆
加藤 利榮
「～あなたとわたし 障がい児･者とともに～第 7 回 You&Ⅰ
コンサート」
、今月 7 日（土）の午後、つづきクラブ他の主催で
開かれるこのコンサート、あぁ、もぅ 7 回目になるんだぁ…と
他人事ながらやや感慨めいたものを感じる。
毎回欠かさず参加
し、
終わった後は何とも爽やかな気分で会場の都筑公会堂を後
にするのは、独り私だけではあるまい…といつも思う。
この演奏会、ともすれば敷居の高くなりがちなクラシックコ
ンサート、イベントの良き理解者でもある横浜室内合奏団と横浜
室内歌劇団の皆さんのお陰で、障がいのあるなし・年齢など一
切お構いなし、
会場に詰めかけた全員が全身で音楽を楽しもう
という熱い思いの滲み出たコンサート、いつの頃からか、
‘と
つか’はティケット 10
枚をまとめ買いする
ようになりました。
何回目かのコンサ
ートの様子を書いた
ブリティン記事に、
「…終わりは、坂本
九のヒット曲
‘見上げ
てごらん夜の星を’
を
客席と一体となって
胸を熱くしながら合
唱して…。
」とありま
した…。

☆鎌倉クラブの例会に出席して☆
加藤 利榮
9 月 12 日(火)･18:30 から開かれた鎌倉クラブの 9 月例会
に、田中義宣ワイズからのお誘いに乗せられた格好で参加
しましたが、
当夜の卓話が厚木の北村ワイズだったことや、
先だって拙宅での納涼例会の折に入会された鎌倉の兵藤ワ
イズにお会いできるということも頭にあったからです。
席についてみると、嬉しいことにお隣が兵藤さん、プロ
グラムの合間々々のお話で、同じ大学仲間だったことやその
集まりの一つ、
‘稲門会（鎌倉）
’の会員でもおられること
等々思っていた通りで、
これからが又 楽しみになりました。
北村さんの卓話では、1,975 年のアタミ国際大会が引き金となっ
て湯河原クラブに入会したこと、城山学園や元ワイズの中村さん
の話題も出て、往時を懐かしく想い出しました。さらに、北村
ワイズが古銃‘火縄銃’の保存会に関わっておられること
を知り、
関心を寄せる一人として 当夜の収穫の一つでした。
私からは 又も‘年寄りの思い出話’を披露させていただき、
さらに閉会後は、処を変え 交流にいそしみました。
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☆YMCA だより☆

☆10 月･11 月のこよみ☆
➢10/7(土) You ＆ I コンサート・つづき区公会堂･14:00～
➢10/7(土) 第 1 例会：湘南とつか YMCA ホール・18:30～
➢10/14(土) 第 20 回横浜 YMCA チャリティーラン：9:45～
➢10/17(火) 第 2 例会：湘南とつか YMCA/201 号室・18:30～
➢11/2 (木) のみの市‘値付け’:湘南とつかホール
➢11/3 (金･祝) Ｙ祭：８：３０～
➢11/21(火) 第 2 例会：湘南とつか YMCA201 号室・18：30～
➢11/25(土) 区メネット会：横浜 YMCA 9 階チャペル

施設長･担当主事 長田 光玄
～踊場地区センターと舞岡地区センター協働～
2016 年度より横浜市舞岡地区センターも横浜 YMCA が
指定管理者として管理運営を担うことになりました。
戸塚区内
の 2 つの地区センターを横浜 YMCA が管理運営しています。
両センターではスタッフの交流やイベントの実施など多く
の事を協働しています。
かつて報告しました
「普通救命講習会」
を行い、スタッフ全員がもしもの時の対応を身に付けています。
今月 14 日(土)実施のチャリティーランにも合同で 1 チーム参加
します。
ランナーも地区センター利用の方とセンタースタッフ
でエントリーします。当日がとても楽しみです。また、今月の
28 日(土)には、舞岡地区センターで「20 年みなさまと共に これ
までも これからも 感謝祭」が開かれます。ご来館をお待ちし
ております！
これから、チャリティーラン(10/14)、YMCA・い～とつか祭
(11/3)、チャリティーゴルフ(3/12)など ワイズメンズクラブの
皆様にご協力いただくイベントが目白押しです。
皆様、どうぞよろしくお願いします。

～１０月会合のご案内～
◇ 10 月 7 日(土) 第 1 例会
１階ホール・１８：３０～２０：３０
△「ユースボランティアリーダーズフォーラムに
参加して」
体操リーダー 田野 天舞（たの てんま）さん
△コグニサイズ： 山本 友里佳ウェルネス職員
◇

第２例会は、上の‘こよみ’にあるように、1７日、
湘南とつか YMCA201 号室にて開催します。
重要事項の協議がありますので、お参集願います。

～ＨＡＰＰＹ ＢＩＲＴＨＤＡＹ～
有田 美幸さん １０月１１日
若木 祥子さん １０月 ９日
【掲示板】
会
長
◎ 第 1 例会（10/７・18：30）のご案内
△ 湘南とつか YMCA ホールでの久し振りの例会、
PC 併用してのリーダーからの YVLF 報告会です。
▽ 周辺のクラブにも案内してあります。
◎ YOU ＆ I コンサートのご案内
１ 日時：10 月 7 日(土) １４：００ 開 演
２ 会場：都筑公会堂 （地下鉄「センター南」駅から３分）
３ その他：
① コンサートに参加される方は、終わり次第戻っていた
だいて、クラブの第 1 例会にご参加いただくという
昨年同様、少し忙しいスケジュールになります。
② 時間的には十分余裕がありますので、お気を付けて
ご出掛けください。
③ 入場券がまだ少々あります。参加を希望される方は、
会計担当の小俣ワイズまでご連絡ください。
☎：０４５・８６４・４６９１
◎ チャリティーランのご案内
１ 当日、担当スタッフ以外は、受付開始の 9 時頃までに
ご集合ください。
２ 開会式・９：４５
競技スタート・１０：４５
３ 折り返し点付近のコースガードを担当します。
４ 雨天順延の際は、８時までに連絡します。

☆今月の歳時記から☆
‘秋風 あきかぜ’と‘虫 むし’
‘秋風’
、西南から吹いていた風が いつしか西に回って、
日々冷気を加えていく。
「秋来ぬと目にはさやかに見えねども
風の音にぞ驚かれぬる」
（藤原敏行・古今和歌集より）
など、
古くから秋風を歌った詩歌は少なくありません。
また、
秋風の白く光った感覚に驚いて歌ったものも多い。
石山の石より白し秋の風
芭 蕉
なきがらや秋風かよふ鼻の穴
蛇 笏
わが咽喉を離れゆく声秋風に
節 子
秋風の突き当りたる古墳かな
優
次に‘虫’
、秋鳴く虫の総称、一般にコオロギ科、キリギ
リス科の虫を指しています。昼よりも夕方から夜にかけて
多く鳴き、
秋の夜の寂寥を深めます。
「虫時雨
（むししぐれ）
」
は虫の鳴き競う音を時雨にたとえた語。
「残る虫」は盛りを
過ぎて衰えた虫の声のことです。
ちなみに 鳴くのはすべて
オスの虫だそうですね。
虫啼くや河内通ひの小提灯
蕪 村
窓の燈の草にうつるや虫の声
子 規
雨音にかむさりにけり虫の宿
たかし
〈午〉

〈後記〉
イベント花盛りの季節到来です、健康にも留意されて…。

4

〈Ｔ/Ｋ〉

