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広島・西宮・近江八幡 3 クラブ

   70 周年記念合同例会式次第

2018 年 5 月 12 日 11:30～15:30

ホテルヒューイット甲子園

第 1 部 記念式典 （1 階 鳴尾の間） 11:30～12:30 司会：馬場 一郎（西宮クラブ）
     ・開会点鐘           今坂 豊美 広島クラブ会長
     ・ワイズソング

     ・聖書朗読・メッセージ・祈祷 山崎 住夫牧師（神戸ポートクラブ）
     ・開会挨拶           石井 恭子 西宮クラブ会長  
     ・来賓挨拶           牟   大盛 大阪クラブ会長
     ・入会式（重村仁さん 清水規裕さん）
     ・記念品贈呈          殿納 隆義 広島 YMCA 総主事
                     井上 真二 神戸 YMCA 総主事

                     祝部 康二 滋賀 YMCA 総主事
     ・YMCA の歌          一同   
     ・閉会点鐘           岡田 定一 近江八幡クラブ会長
                集合写真撮影（一同）
                   ――休息――

第 2 部 懇親会 （2 階 甲陽の間） 12:50～15:15    司会：濱 浩一（西宮クラブ）   
     ・記念コンサート 並河 寿美 ソプラノ
             森  寿美 バリトン
             関口 康佑 ピアノ
     ・祝辞            大野 勉   西日本区理事
     ・食前感謝         山口 政紀 西宮クラブ

     ・乾杯             大野 勉 西日本区理事
     ・会食
     ・クラブ紹介
     ・アピールタイム
     ・お礼挨拶          実行委員長 岡田佑一郎(西宮クラブ)
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親愛なる広島、西宮、近江八幡ワイズメンズクラブ

の会員と友人の皆様、

貴３クラブの 70 周年記

念のお祝いに際して心中

よりご挨拶を申し上げ､心

からのお祝いの言葉を述

べる機会を得て私は、とて

も嬉しく思っております。

この機会に世界中の全

てのワイズメン、ワイズウ

ーメン、ワイズユースを代

表して皆様に祝辞をお送

りできますことは､私にと

って極めて光栄な事です｡好機を捉え､それぞれのクラ

ブ設立の為に尽力されたチャーターメンバーの方々､

ならびに今日に至る長い年月を通してクラブの存続を

支えて来られた多くの会員の皆様方を心より尊敬申し

上げます。

ワイズ運動は､我々のプロジェクトや事業を通じて

人間の価値を促進する為に尽力し、ＹＭＣＡ､国際連合、

その他の奉仕団体と共に活発な奉仕を行い､密接に協

働する事によって我々の住む世界を良い世界へと築き

上げるという目標を持っています。我々のモットーは、

皆様ご存知のように「強い義務感を持とう 義務はす

べての権利に伴う」です。皆様のクラブと会員の方々

は、長年に渡ってそれらの目標を達成する為に精力的

に役割を果して来られた事を存じておりますが、今後

も何年にも渡って同様の尽力をされる事でしょう。

このおめでたい周年行事を祝すると共に助けを必要

としている人々の為に奉仕活動を継続される事を願っ

ております。今後も何年

にも渡って「国境なき友

情を築く事ができるよう

にともに光の中を歩もう」

という私の主題実現の為

にお手伝い頂けるように

願っております。

皆様の上に神様の祝 福

がありますように

ワイズの心を込めて

2017～2018 年度

国際会長

Henry.J. Grindheim

アジア太平洋地域域 西日本区

広島ワイズメンズクラブ

西宮ワイズメンズクラブ

近江八幡フィズメンスクラブ  

親愛なる広島、西宮、近江八幡ワイズメンズクラブ

の会員の友人の皆様、

アジア太平洋地域の全

ての会員を代表して貴 3
クラブの 70 周年記念の

お祝いに際して、ここに

心よりお祝いの言葉を申

し上げます。

それぞれのクラブ設立

の為に尽力されたチャー

ターメンバーの方々とク

ラブ発展の為に粉骨砕身されて来られた多くの会員の

皆様に感謝申し上げます。

この意義深く喜ばしい広島、西宮、近江八幡ワイズ

メンズクラブのお祝いに際して、皆様の偉業を目

の当たりにして嬉しく思うと共に､全人類の為より良

き世界を築く為に奉仕活動を継続されるように奨

励いたします。

この周年行事を祝すると共に､今後も何年にも渡っ

て実り多い活動が続きますよう祈念しております。

2017-2018 年度

ワイズメンズクラブ国際協会

アジア太平洋地域会長

Tｕng-Ming Hsiao

お 祝 い の メ ッ セ ー ジ

― ３―



広島クラブ＋近江八幡クラブ＋西宮クラブ＝「210 周年」に

寄せて

西日本区理事

大野 勉

広島クラブ、近江八幡クラブ、

西宮クラブ、そしてこれらのク

ラブに関わられた多くのみな

さん、創立 70 周年、誠におめ

でとうございます。

1948 年というと、戦後まだ 2
年しかたっていない時に創立されたわけですね。

荒廃した世の中においていち早く復興をめざされ、創

立に向けて多くの苦難があっただろうことが想像されま

す。そのころの西部で広島と西宮、北西部で近江八幡と

いう３都市において、燃え上がるワイズの炎が、全国の

ワイズメン、さらに多くの青年を勇気付けたであろうこ

とが推察されます。先輩ワイズメンに、心から敬意を表

します。

広島は、小学校の子供を引率して修学旅行へ出かけた

ことがきっかけで、原爆について深く学ぼうと何度も足

を運ぶようになりました。ワイズの方とお会いするたび

に、温かく接していただき、広島が大好きになりました。

さらに、2010 年には、「折りづるラン」として神戸から

330km を完走し、これまた温かく迎えていただきました。

その後も毎年寄せていただいています。

近江八幡は、わがクラブに在籍する水野元神戸 YMCA
総主事がコメット時代を過ごされた（お父様が元メンバ

ー）ということで、縁を感じています。また、「折りづる

ラン」の際にも、元理事浅岡ワイズはじめ、メンバーの

方に伴走していただき、近江路を快走することができま

した。

西宮は、私が育ったところです。浜脇幼稚園・小学校・

中学校は、母園、母校です。

住んでいた社宅のそばには、空き地がたくさんありま

した。戦後十数年ということを考えると、やはり戦災の

名残だったのでしょう。また、酒造会社「白鹿」の工場

がそばにあり、そのグランドが私の遊び場でした。私の

運動体験を語る時に、そのグランドを外すことはできま

せん。春、夏は野球。冬はサッカー。そして、グランド

内に酒瓶の木箱が置かれた時には、秘密基地を作って遊

んでいました。よき思い出です。そのころすでに、ワイ

ズのお働きがあったことは驚きです。

今、ワイズメンズクラブ西日本区は大きな転換点にあります。

これまで蓄積してきたワイズとしての多くの宝、財産、

人と人との絆が、これからも末長く継承されるのでしょ

うか。多くの人が思いを巡らせています。ワイズの知恵

と努力を集積すれば、必ず課題は解決できることを信じ

ています。

伝統ある３つのクラブのみなさんのお働きが、さらな

るワイズ発展へと導かれ、西日本区にとどまらず、国際

へと大きく貢献されることを願っています。

「広島・西宮・近江八幡 3クラブ創立記念祝辞」

大阪クラブ 会長 牟 大盛

広島・西宮・近江八幡 3 クラ

ブの創立 70 周年記念合同例会

を心よりお祝い申し上げます。

3 クラブは、1928 年 11 月 10
日の大阪クラブ設立後、20 年

目にチャーターされました。戦

後復興の混乱のなかにも関わらず、1948 年４月と 5 月に

それぞれ創立され、幾多の困難を克服されて 70 年の歴史

を刻まれましたことを、心よりうれしく思う次第であり

ます。

ワイズメンズクラブは、ジョージ・ウイリアムズが崇

高なキリスト教精神を掲げて立ち上げたＹＭＣＡを支え

るべく、1922 年アメリカ・オハイオ州で Paul William
Alexander 氏により創立されました。米国は、1620 年に

信仰の自由を求め、英国からメイフラワー号に乗って 102
名の清教徒であるPilgrim  Fathersによって建国されま

した。また、米国は戦前の中立国の立場を捨てて、戦後

の世界秩序を自由民主主義の旗手として絶対的リーダー

の役割を担って来ました。しかし、昨今の米国は自国利

益最優先主義を掲げ、建国から脈々と堅持してきた、そ

れまでの世界の自由主義世界のリーダーの役割を率先し

て放棄することにより、世界の政治・経済・社会・環境

等全てにわたる不安定要因の最たる国となっています。

多事多難であった 2017 年に増して、2018 年度は米国

主導で築いてきた戦後世界秩序の崩壊の年となる予感が

してなりません。今後、益々先が見えない混沌とした世

界となるでしょう。

この様に、展望が不明瞭な世界情勢の中で、ワイズメ

ンズクラブは、隣人愛の崇高な精神を大事にし、国家・

人種・宗教そしてイデオロギーを乗り越えて、人が持つ

愛の可能性をスローガンに終わることなく、実践してい

る世界クラブなのです。

ワイズメンズクラブの国際聖句は、「父よ、あなたがわ

たしの内におられ、わたしがあなたの内にいるように、

すべての人を一つにしてください。彼らもわたしたちの

内にいるようにしてください。そうすれば、世は、あな

たがたがわたしをお遣わしになったことを、信じるよう

になります。

ヨハネによる福音書第 17 章 21 節」です。

この聖句こそ、世界を隣人愛で一つと結ぶことに他な

りません。

今年、2018 年 11 月 10 日で、大阪クラブは創立 90 周

年を迎えます。時代は、時々刻々と変化の速度を速めて

おりますが、永遠に変わらない「信仰・希望・愛のうち

大いなるものは愛である。」との主のみ言葉に従い、苦し

み悲しむ者と共にする真のＰＥＡＣＥ ＭＡＫＥＲとし

て、御３クラブの益々のご成長をお祈り申し上げます。

― ４―



ワイズメンズクラブ国際協会西日本区     

  広島・西宮・近江八幡クラブ 70 周年記念例会

日本ＹＭＣＡ同盟

総主事 神崎 清一

日本のワイズメンズ

クラブにあって､かくも

歴史と伝統があり、かつ

各地のＹＭＣＡならび

に全国のＹＭＣＡを大

きな力でおささえいた

だいています３つのク

ラブの皆さんが、日頃よ

り、手を繋ぎあいクラブ

の歴史を｀つみかさねられてこられましたことに、こ

ころからの敬意と感謝を申しＬげます。                  

さらにはそれぞれのクラブの皆さんが青少年育成障

がいのある子どもたち留学直生支援、さらには震災支援

をはじめとした活動をＹＭＣＡとともに歩んでくださ

り、地域にまでその活動を広げ、ＹＭＣＡと地域を結び

付けることにまで、大きなご貢献をいただいています。

私たちＹＭＣＡは、お互いに認めあい、高めあうポ

ジティブネットのある豊かな社会を目指していますが、

ワイズメンズクラブの皆さんが、広島、西宮、近江八

幡クラブの皆さんが、これからもロールモデルとして、

ご活躍いただきますように、お祈りしお願いいたします。

各クラブのこの記念すべき時に感謝を心よりお祝い

し、メンバーお一人おひとりにとって､連なるすべての

ワイズメンズクラブの皆さんにとって、これからの 10
年 20 年がますます豊かな時となりますようにお祈り

いたします。

いつもみなさんのともに神様がおられますことをお

ぼえ感謝いたします。

      

70 周年のこの良き日に当たって

滋賀 YMCA 理事長

久保田 正紀

近江八幡ワイズメン

ズクラブ創立 70 周年を

心から御祝い申し上げ

ます。70 年という長い年

月滋賀 YMCA をお支え

くださり衷心より感謝

いたしております。

さて YMCA は、現在同

盟を中心として、長年築き上げてきた活動を見直し其

のブランド力の向上を最大の命題として大きな改革が

実施されております。我々が長年慣れ親しんできたロ

ゴマークの変更も其の一つです。YMCA に集うと言う

ことはどういうことなのか、「そもそも」論から始まり、

プロジェクトが組まれ長い間議論され変わろうとして

います。でもワイズメンズクラブとの関係は今後とも

変わるべくもありません、良きパートナーとしてお互

いに今後とも歩んでゆかなければならないと思ってお

ります。

70 周年のお祝いと、今後 80 周年に向けて貴クラブ

のますますのご発展をお祈り申し上げます。

                  

  
― ５―

みつかる  つながる  よくなってゆく  

ＹＭＣＡは変わります。 ロゴマークも変わりました。

一人ひとりが未来に向かって歩む姿、

鳥が力強く飛び立つ瞬間を表しています。

これからの社会でお互いを認め合い、

高め合うことのできるつながり。

様々につながりながら助け合い、高め合う豊かな

ネットワークを創り上げてゆきたいと思います。

ＹＭＣＡで心をひらき、分かち合う。

自分の生き方が見つかって世界が広がってくる。一人が明るくなるとまわりも変わってくる。

希望にあふれた豊かな社会を広げてゆくためのネットワーク。

ＹＭＣＡで私たちも豊かなネットワークを広げてゆきませんか。



ワイズとＹＭＣＡの歩みを覚えて

滋賀ＹＭＣＡ                     

総主事祝部康二

近江八幡ワイズメンズ

クラブ、西宮ワイズメン

ズクラブ、広島ワイズメ

ンズクラブの皆様、設立

７０周年誠におめでとう

ございます。日本国内の

各地に未だ戦争の傷跡の

残る時期、また、各地Ｙ

ＭＣＡが活動の復活を目指して立ち上がりつつあると

き、そのＹＭＣＡを支えそして共に歩むべくワイズメ

ンズクラブを設立された皆様のお心に改めて敬意を表

し、心からなる感謝を申し上げます。

我が近江八幡市は、人口１０万近くの小さな地方都

市ですが、そこにＹＭＣＡが設立されて１１１年の歴

史を持ち、そのＹＭＣＡを支えるべきワイズメンズク

ラブも戦後の傷跡の残る昭和２３年に設立されたこと

に驚きと感動を覚えます。

戦後の復興から驚異的な経済的発展を経て今日まで

の期間、日本に投げかけられたのは、『日本人の心は豊

かになったのか』との言葉です。ものごとの価値基準

があまりに金銭感覚にのみ偏った時代のなかで、今、

ＹＭＣＡの果たす心の価値観が大きく注目されてゆく

ものと思われます。ＹＭＣＡと共に歩み、明日の社会

を担う人材の育成にご奉仕をされている皆様にあらた

めて感謝を申し上げ、ワイズメンズクラブの益々のご

発展をお祈り申し上げます。

創立７ ０周年を祝して

     
びわこ部部長

松岡 義隆

近江八幡クラブならび

に広島クラブ・西宮クラブ

のみなさま、このたびは創

立７０周年、誠におめでと

うございます。  心よりお

祝い申し上げます。

この度のＤＢＣ３クラ

ブの皆さんが共に古希を

迎えられ、７０周年合同

記念例会（２１０年）を開催されることは誠に喜ばし

いかぎりです。

貴クラブが１９４８年にチャーターされてから７０

年という顕著な活動が、びわこ部においてもメンバー全

体の模範となり、近江八幡クラブがスポンサーいただい

た子クラブの彦根・草津・滋賀蒲生野クラブも、共に

YMCA をサポートし、各地域で活発に活動しています。

たゆまぬ努力で歩んでこられた軌跡には、第１５代

目西日本区理事浅岡徹夫ワイズの輩出や堀江宏ワイズ

が奈良傳賞を受賞されたことなど、名誉ある喜びもた

くさんありました。 数多くの働きかけに対して、私

も心から敬意を表します。これからも良き先輩として

リードしていただくことをお願いしたいと思います。

３クラブの皆様、一人ひとりがワイズライフを楽し

んでいただきながら、更なる活躍と益々の発展を祈念

申し上げまして私からの祝辞と代えさせて頂きます。

― ６―

YMCA は変わる、そして、ワイズメンズクラブも変わる。

昨年秋に YMCA が変わることを宣言されました。

一方、西日本区ワイズメンズクラブも、今、大きく変わろうとしています。

一昨年発足した「ワイズ将来構想特別委員会」が多くの会員の意見を踏まえて「西日本区の発展を

希求するビジョンと基本計画」を昨年末に発表し、今年からいよいよ実践する段階となりました。

「誇りと情熱を持って社会に貢献する前向きで逞しいワイズ」との西日本区ビジョンの基、2022

年のワイズ創立 100 周年、西日本区発足 25 周年に向けて、「西日本区新生ワイズ起こし運動」は、

近江八幡クラブを含めて全てのクラブ、全ての会員が全力を上げて取り組むべき重要課題であります。  

そのイメージ図を次ページに掲載します。（詳細は 2018 年 2 月発行の西日本区報を参照）

私達の本気と熱気と勇気が、そして、この運動を続ける根気が試されます。

皆様のご理解とご尽力をよろしくお願いします。               浅岡徹夫 記



３ワイズ 70周年記念合同例会を終えて

実行委員長 西宮クラブ 岡田 佑一郎

1948 年に大阪クラブ

のスポンサーで誕生し

ました広島クラブ、西宮

クラブ、近江八幡クラブ

は今年 70 周年を迎えま

した。5 月 12 日（土）

甲子園球場に近いホテ

ルヒューイット甲子園

で 148 名の出席をいた

だき開催されました。

第一部記念式典は今

坂広島クラブ会長の点鐘で始まり、山崎往夫牧師（神

戸ポートクラブ）の聖書朗読と祈祷、石井西宮クラブ

会長の西宮の紹介を軽妙に交えた歓迎挨拶、スポンサ

ーの大阪クラブ牟大盛会長の来賓挨拶の後、記念式典

の中心イベントである西宮クラブ 2 名の入会式が厳粛

に行われました。その後各クラブ会長より広島、神戸、

滋賀の各ＹＭＣＡ総主事に記念品が贈呈され、岡田近

江八幡クラブ会長の閉会点鐘で閉会されました。

第二部懇親会はオペラ歌手お二人とピアノの記念コ

ンサートで始まりました。お二人の圧倒的な歌唱力に

全員が魅了されました。多くの方々から高評価をいた

だき、ホットしております。

大野西日本区理事の祝辞、山口政紀西宮ワイズの食

前感謝で会食、クラブ紹介、アピールタイムと進み定

刻で閉会することが出来ました。

準備段階よりお支えいただきました広島クラブ、近

江八幡クラブの方々、我が西宮クラブの皆様に感謝い

たします。

３クラブ７ ０周年記念合同例会を終えて

   近江八幡クラブ会長 岡田 定一

3クラブ合同70周

年記念例会は、5 月

12 日（土）西宮市の

ヒューイットホテ

ル甲子園で開催さ

れました。今回は西

宮クラブが当番で、

実行委員長は西宮

クラブの岡田祐一

郎ワイズ。近江八幡

クラブからは、安田

博彦ワイズと太田美智代ワイズ及び坂井繁ワイズが実

行委員として参画し、記念例会の前日から泊まり込みで

準備に当たられました。

当日の参加者は 148 名、びわこ部各クラブからは 13

名のワイズメンが駆けつけてくださいました。

11 時 30 分、第１部記念式典開始。開会点鐘は、３

クラブ会長が壇上に並び広島クラブ今坂豊美会長が点

鐘。歓迎挨拶は、西宮クラブの石井恭子会長が、閉会

点鐘は近江八幡クラブ会長の岡田が担当しました。

来賓挨拶のあと、西宮クラブの若々しい新会員 2 名

の入会式があり、羨ましく思いました。続いて、恒例

の各 YMCA への記念品贈呈があり、近江八幡クラブから

は、7 人乗りワゴン車（新車ではありません）を贈呈

しました。

― ７―



（1）略年譜:（1948年１月～2008年 6月）

1948 年 1 月～2008 年 6 月までの年譜は【50 年のあゆみ】（1998 年 5 月 17 日発行）および【60 年のあゆみ】（2008 年

12月 25日発行）に掲載。以下はその「略年譜」であり、その後 10年の年譜を(2)に掲載します。

1948. 1.23.奈良日本区理事を迎え会員の入会式挙行

5.17.大阪クラブスポンサーにより国際協会より

チャーター認証を受ける

5.29.日本区大会初参加

1949.12. ヴォーリズ夫妻、ヴァイニング夫人が

八幡クラブの（クリスマス）例会に出席

1951.11. 西日本副区協議会ホスト

1952.10. 彦根クラブをチャーター

1959.  近江八幡ＹＭＣＡ体育館建設募金協力

1967.11. メネットクラブ誕生

1968.7. チャーター20 周年記念式

1977.10 広島クラブを初訪問

1978.5. チャーター30 周年記念式

1979.12. 第１回市民クリスマス共催

1980.5. 広島クラブと初の合同例会

  8. 台湾高雄クラブ訪問

1981.2.  慶州クラブとＩＢＣ締結

  9. 同クラブへ初の公式訪問

1982.11. 高雄クラブ訪問

  11. ＹＭＣＡ開館に 200 万円寄付

1983.5. 高雄クラブ来訪

1985.9. 第１回駅前献血奉仕

1986.7. 堀江京滋部長ら部三役選出

  9． 第４回京滋部会をホスト

1988.2. 会員 5 名が移籍し、親として草津クラブを

チャーター

1990.４. 親（スポンサー）として滋賀蒲生野クラブを

チャーター

  7.   同チャーターナイト

1991.2. 八幡、草津、滋賀蒲生野、親子３クラブ初の

合同例会（守山）

  9. アジア大会（高雄）参加訪問

1994.4. 慶州クラブを公式訪問

1995.2. 阪神大震災救援活動に参加

  11. 第１回湖岸道路清掃奉仕

1996.10.  京滋部お別れ会 京都・びわこ部合同例会

グローバル共催 岡田初代びわこ部長選出

1997.3. 慶州クラブ 17 名来訪歓迎会

  ４. 岡田初代びわこ部長公式訪問

6. ＢＦブラジル代表を八幡,草津,蒲生野で受入れ

1998.5.17 チャーター50周年式典開催厚生年金センター

近江八幡 YMCA に野外・体育備品寄贈

     出席者 160 名 （慶州 5 名 高雄 2名）

  6. 第 1 回西日本区大会（倉敷）3 名参加

  9.  視覚障害者駅伝支援 希望ヶ丘

1999.4 慶州クラブ 40 周年記念式典 参加

     9. 第 18 回アジア大会（十勝）3 名参加

2000.1. 大正琴グループ ふれあいコンサートに出演

メディアに紹介される。

2001.4. クラブホームページ立ち上げ

6. メネット会大正琴と共に県外施設訪問 銭タイコ共催

福井県九頭竜ワークショップ

2002.1. 西宮クラブ新年例会に広島 4・近江八幡 5 参加

DBC の基礎となった。

  7.  びわこ部 奥村部長、安田書記、坂井会計選出

  10. 第 7 回びわこ部会を沖島でホスト開催

    嘉田由紀子講師

  11.  北摂ひまわり号（障がい者列車）支援

2003.6. オーストラリア BF代表ウイリアム夫妻受入れ

2004.8.  障がい者施設「いきいき夏祭り」支援

  12.  市民クリスマス再開

2005.4.  YMCA 会館 1F に喫茶ハーモニー開店

以後例会会場に使用

2006.7.  ブリテンの聖句解説を巻頭言に変更

  8. 第 67 回国際大会（釜山）に 4 名参加

2007.2.  近江八幡 YMCA 創立 100 周年記念集会

  3.  湖南 4 クラブ合同例会 W サンピア

  6. 第 10 回西日本区大会にて

広島・西宮・近江八幡 DBC 締結

    10. 大正琴と一泊施設訪問 富士宮市 三和荘

2008.5. 広島・西宮・近江八幡 3 クラブ創立 60 周年

合同例会 琵琶湖ホテル、観光船ミシガン

滋賀 YMCA にワゴン車寄贈

    その夜 3 クラブ合同一泊例会 栗東 森遊館

6. 第 11 回西日本区大会（神谷理事期）ホテル

日航奈良 トリプル達成、ノンドロップ賞受賞。

6.  風の谷ワークキャンプ場作業奉仕

― ８―



（２）最近 10 年の年譜（2008 年 7 月－2018 年６月）               

2008（平成 20）年度

・会長 川上潔、副（次期）会長 広野尊士、直前会長

堀江芙美、書記 堀江宏、会計 持田和夫。

・7.26 キックオフ例会「ピアノのささやき」

（毎年恒例行事につき以降省略）

・8.23 納涼例会、カンファレンスセンター フラ初披露

（毎年恒例行事につき以降省略）

・8.30 いきいき祭り奉仕活動 くるくるルーレット

（毎年恒例行事につき以降省略）

・9.20 近江八幡駅北口にて献血呼掛け奉仕

（2010 年まで恒例行事につき以降省略）

・9.26 大正琴同好会演奏会「むべの里」約 60 名

（頻繁に開催する行事につき以降省略）

・10.5 じゃがいも・かぼちゃ荷受け（ファンド事業）

（毎年恒例行事につき以降省略）

・10.29-30. 大正琴一泊施設訪問、広島老人ホーム

（毎年恒例行事につき以降省略。特集ページ参照）

・11.9  滋賀蒲生野クラブと合同で八幡堀清掃活動（毎

年恒例行事につき以降省略）

・11.30 YY フォーラム チャリティボーリング

（毎年恒例行事につき以降省略）

・12.13  近江八幡市民クリスマス 人形劇クラルテ   

（毎年恒例行事につき以降省略。特集ページ参照）

・12.20  クリスマス例会 サルサの踊り ｸﾞﾘﾝﾎﾃﾙ

（毎年恒例行事につき以降省略）

〈2009〉
・1.24  新年例会 モンゴのお話し ｺﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ

（毎年恒例行事につき以降省略）

・3.10  湖南４クラブ（草津、蒲生野、大津、八幡）

合同例会 ホテルニューオウミ

（恒例行事につき以降省略）

・3 月 第 2 例会 映画鑑賞「手錠のままの脱獄」

     （堀江宅で時々開催されるが以降省略）

・4 月 慶州クラブ 50 周年記念例会 3 名参加

・5 月例会 バナー新調（図案堤氏）

・6.6～第 12 回西日本区大会（熊本・佐藤理事期）

メネット事業活動優秀賞受賞。大会後、9 名

レンタカーで妙見温泉→鹿児島へのツアー。

・6.28 YMCA 風の谷ワークキャンプ場作業奉仕

（毎年恒例行事につき以降省略）

  

2009（平成 21）年度

・会長 安田博彦、副(次期)会長 平田美喜蔵、直前会

長 川上潔、書記 平田美喜蔵、会計 持田和夫。

＊本年度はびわこ部部長に 浅岡徹夫、書記 坂井繁、

会計 持田和夫を送り出し、第 14 回びわこ部会

実行委員長 横井幹彦以下全員で部を支える。

・10.4 第 14回びわこ部会「琵琶湖が繋ぐ人と自然」

と題し、嘉田由紀子知事のお話と西村有香里クイ

ンテッドのジャズライブ。参加者総数 217 名。

お土産は手造りのどんぐりストラップ。

・11.7 琵琶湖湖岸清掃（今年はびわこ部 7 クラブで

取組む。近江八幡と滋賀蒲生野は恒例行事）

〈2010〉
・5.9 京都Yリトセン 京都グローバル交流バーベキュ

・6.11～ 第 13 回西日本区大会（鈴木理事期）広島

  国際会議場フェニックス 大会後 半べえで DBC

2010（平成 22）年度

・会長 平田美喜蔵、副（次期）会長 太田美智代、直

前会長 安田博彦、書記 太田美智代、会計 瀬間恭子。

・8.5～ 国際大会 横浜｛PACIFICO 横浜｝10名参加

〈2011〉
・3.19 東日本大震災(3.11)義援募金活動

八幡駅前 2 時間 募金高 14 万円 20 名参加

・4 初旬 東日本大震災義援物資支援

仙台 YMCA の必要物資 ダンボール 8 箱  

・6.11～12  第 14 回西日本区大会 ウエスティン都 H
仁科理事→浅岡次期理事引継式 クラブより 13名出席

2011（平成 23）年度

・会長 太田美智代、副（次期） 廣野尊士、直前

会長 平田美喜蔵、書記 廣野尊士、会計 瀬間恭子。

＊本年度は西日本区理事  浅岡徹夫、書記 坂井繁

会計 三原茂靖 事務局長 安田博彦が理事キャビネ

ットとして任命され、ホームクラブ会長 太田美智代、

第15回西日本区大会実行委員長は長浜クラブの押谷

友之ワイズが担い、びわこ部から選出された理事を

びわこ部全員で支える体制が構築された。

・がんばろう！東北折り鶴に祈りを込めて支援物資提供。

・区として「がんばろう日本！」の帽子を製作・販売。

収益は復興支援献金とし、帽子は奉仕活動に活用。

― ９―



・8.4～ アジア大会 台湾 宜欄 10 名参加

・9.19～9.22 東日本大震災被災著の視察―福島～宮城

～岩手―（浅岡理事、成瀬次期理事、安田事務局長）

・8 月～10 月 各部会に参加し区大会をアピールした

中部 6 名、京都 12 名、中西部 8 名、阪和部 8 名、

西中国部 11 名、九州部 11 名、六甲部 8 名, 瀬戸

山陰部 11 名、びわこ部 18 名

〈2012〉
・2.24～28 台湾高雄クラブ 50 周年記念例会 6 名参加  

・6.8～9 第 15 回西日本区大会（浅岡理事期）式典：

米原文化産業交流会館 懇親会：長浜ロイヤルホテル

東日本大震災復興支援献金から 220 万円を宮古ボ

ランティアセンター建設資金として贈呈、加えて

80 万円を仙台 YMCA 国際学園の奨学金（親を亡

くす等の被災学生対象）として贈呈。原則毎年支援。

また、区大会終了後、西宮、広島、八幡 3 クラブ

の DBC 交流会を持った。

2012（平成 24）年度

・会長 持田和夫、副（次期）会長 平田美喜蔵、直

前会長 太田美智代、書記 安田博彦、会計 瀬間恭子。

・YMCA 風の谷キャンプ場にキャンピングテーブル・

椅子 10 セット寄贈（ひまわり工房製作）

・8.1～ 9 日間 ノルウエイスタバンゲル国際大会

浅岡直前理事参加

・11.10 プラスワン例会 グリーンＨYes 近江八幡

「マザーテレサに学ぶ奉仕の心」森本栄三ワイズ

〈2013〉
・4.20～21 広島 65 周年例会 かんぽの宿庄原

オリジナルツアー：三次ワイナリー 鞆の浦

・5.11 5 月例会 コミュニティカフェスマイル

新例会場 クラリネット 4 重奏

・6.22 第 16 回西日本区大会 名古屋能楽堂

12 名参加 ウエスティンナゴヤキャッスルＨ

  成瀬理事が 2 月に突如逝去され、高瀬次期理事が

代行。浅岡直前理事等の役職は留任。（その後定款

が変更され、今後同様の緊急時は直前理事が代理）

2013（平成 25）年度

・会長 平田美喜蔵、副（次期）会長 堀江芙美、直

前会長 持田和夫、書記 安田博彦、会計 瀬間恭子。

・12/23 たまごやきハウス清掃奉仕

（恒例行事につき以後省略）

・リレー・フォー・ライフしが 実行委員会スタート、

安田ワイズ中心に運営。近江八幡クラブも支援。

・ヴォーリズ没後 50周年記念事業 実行委員会スタート、

堀江実行委員長と浅岡、安田が委員として参画。

〈2014〉
・3.26 サイパン 4 泊 5 日海外福祉施設訪問演奏旅行

大正琴・フラ・コーラスみずぐき 総勢 39 名

・6.14~15 第 17 回西日本区大会（高瀬理事期）

WAKUWAKU 岩国    

DBC3 クラブ 合同例会：天亀茶屋 56 名、

博多ツアー9 名 もつ鍋・オープントップバス観光

2014（平成 26 年）年度

・会長 堀江芙美、副（次期）会長 峰 洋美、直前

会長 平田美喜蔵、書記 安田博彦、会計 瀬間恭子。

メネット会長は今年度より浅岡メネットから平田

メネットに引き継がれた。

・10.4~11.2 ヴォーリズ没後 50 周年記念事業、八幡

ワイズ全員でアンドリュース館を中心に支援。

・10.25～26 RFLJ2014 しが 休暇村近江八幡

  がん患者支援の全国的催し。滋賀県で初めて開催。

・11.8  11 月例会 北海道のじゃがいも・かぼちゃを

使った支援者招待の料理教室。金田コミセン

〈2015〉
・2.14 TOF 例会 アンドリュース館を新例会場とし

て使用開始。 カミングバックセレモニー

・6.13～14 西日本区大会（松本理事期） ハイアッ

トリージェンシー 理事最優秀クラブ賞受賞

・6.24 区最優秀賞受賞祝賀会

近江八幡クラブ・蒲生野クラブ合同で開催。

2015（平成 27 年）年度

・会長 峰 洋美、副（次期）会長 西川允、直前

会長 堀江芙美、書記 安田博彦、会計 瀬間恭子。

＊本年度はびわこ部部長 坂井繁、書記 太田美智代、

会計 池田鈴子、びわこ部会実行委員長 浅岡徹夫

他、近江八幡クラブ全員でびわこ部の活動を支えた。

・10.10 第 20 回びわこ部会ホスト 休暇村近江八幡

嘉田嘉子氏講演 アンティーズゴスペル 176名参加

懇親会は琵琶湖宮ヶ浜の開放的な会場で開催。  

〈2016〉
・1.7  びわこ部合同新年例会（長浜）65 名参加

・4.23  熊本地方大震災 支援募金活動 八幡駅前

ワイズ・YMCA 総勢 40 名 募金額 98,858 円
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・4.25～26 びわこ部 東北支援ツアー 11 名参加

・6.12  第 1 回チャリティラン 希望ヶ丘公園

総勢 350 名参加 募金額 175 万

・6.25～26 第 19 回西日本区大会（遠藤理事期）

  松下 IMP ホール＆ ニューオータニ

DBC 3 クラブ合同例会 銀座ライオン

クラブ・男女対抗歌合戦

  

2016（平成 28 年）年度

・会長 西川 允、副（次期）会長 岡田定一、直前

会長 峰 洋美、書記 安田博彦、会計 瀬間恭子。

・10/18～13 STEP エスペン（デンマーク）君受け入れ   

・10.29～30  西中国部会後 筝津峡・津和野ツアー

呉 4 名 西宮 3 名 近江八幡 9 名  

〈2017〉
・3.25  3 クラブ DBC メネット会

神戸女学院・関学・有馬エクシブ 総勢 20 名

・6.4  第 2 回チャリティラン 希望ヶ丘公園

コスチューム賞「変なおじさん」「ゆかた美人」

・6.10～11 第 20 回西日本区大会（岩本理事期）

  熊本菊池温泉文化会館＆ 日航ホテル   

  堀江宏ワイズ 奈良傳賞受賞 近江八幡の参加者

10 名、内天草方面ツアーに 3 名参加

     

2017（平成 29 年）年度

・会長 岡田定一、副（次期）会長 安田博彦、直前

会長 西川 允、書記 安田博彦、会計 瀬間恭子。

・7.8 堀江宏ワイズ 奈良傳賞受賞祝賀会

ホテルニューオウミ ジャズライブ 参加者 63 名

・11.25 恒例のびわこ部メネット料理教室＋びわこ

部メネットアワーを開催。西川主査、中道事業主任

の事業方針と、自立援助ホーム廣田氏より「子供の

貧困、活動実績」の講話と話し合いが持たれた。

〈2018〉
・4.14 草津クラブ設立 30 周年記念チャリティ例会

・5.12 70 周年記念合同例会 ヒューイットホテル

西宮、広島、近江八幡の 3 クラブ合同記念例会

・6.3  第 3 回チャリティラン 希望ヶ丘公園

宣言 2 チーム「キン肉マン」「ピンクレディ」

・6.9~10 第 21 回西日本区大会（大野理事期）

ANA グランドホテル神戸

例

会

会

場

の

推

移
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途絶えていた市民クリスマスの再開にこぎつけ、14回目を数えることとなりました。この市民クリスマス

は、小さな子供達も気軽に参加でき、会場と舞台が一体となった楽しい雰囲気の中で、クリスマスの

意味・命の大切さを学ぶ場として、無料招待で開催しているものです。ワイズメンズクラブがYMCAや

地域の有志の方々と協力して、企画から広報・資金調達及び当日運営まで行っています。子供達の

感動と我々の資金力・目線に見合った実施規模で10年以上継続することを目標に続けて参りました。

今後とも、参加した子ども達の目が輝き・感動を持ってクリスマスを楽しむ市民クリスマスであり続け、

YMCAのミッションである小さな子供達の健やかな成長に繋がるよう継続していきたいと願っています。

年度 入場者数 賛助企業 場所 メイン出演
2004年度 911人 38団体 文化会館大ホール ミュージカル　クレムス ｺﾛ･バンビーノ

2005年度 680人 52団体 文化会館大ホール スキップ楽団 ｺﾛ･バンビーノ イ･ムゲッティー(演奏)

2006年度 480人 59団体 文化会館大ホール クッキーズ ｺﾛ･バンビーノ sＴｕＤＩｏコールドスウェット(ダンス)

2007年度 310人 53団体 文化会館大ホール 劇団カッパ座 ｺﾛ･バンビーノ 近江兄弟社高校吹奏楽部

2008年度 310人 49団体 Ｇ-ＮＥＴしが大ホール 人形劇団クラルテ ベルアンサンブル神戸 ひよつこだんすくらぶ

2009年度 320人 45団体 アクティ近江八幡 人形劇団むずび座 ｺﾛ･バンビーノ YMCAバトントワリング

2010年度 300人 39団体 Ｇ-ＮＥＴしが大ホール 影絵劇劇団かかし座 コロ･バンビーノ 近江八幡児童合唱団スキップ'

2011年度 280人 35団体 Ｇ-ＮＥＴしが大ホール 人形劇団｢京芸｣ ｺﾛ･バンビーノ ハ中太鼓

2012年度 250人 41団体 Ｇ-ＮＥＴしが大ホール スキップ楽団 近江八幡児童合唱団スキップ ひよっこだんすくらぶ

2013年度 230人 42団体 Ｇ－ＮＥＴしが大ホール 人形劇団クラルテ ｺﾛ･バンビーノ ＹＭＣＡバトントワリング

2014年度 310人 35団体 Ｇ-ＮＥＴしが大ホール Ｑちゃん大道芸 近江兄弟社高校合唱部 滋賀レイクスターズチアスクール

2015年度 290人 35団体 Ｇ-ＮＥＴしが大ホール 人形劇　むすび座 さくらっ子保育園わんぱく太鼓 ＹＭＣＡバトントワリング

2016年度 300人 33団体 Ｇ-ＮＥＴしが大ホール マッシュ＆Ｋei 近江兄弟社吹奏楽 ＹＭＣＡキッズダンス

2017年度 373人 32団体 Ｇ-ＮＥＴしが大ホール モンブラン 近江八幡児童合唱団スキップ ひよっこだんすくらぶ

サブ　出演
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演奏グルー 年間訪問件数の推移

約18年前、地域の大正琴教室をきっかけとして、メネット会主導で地域の老人ホームや障がい者施設などを

訪問し、入所者の皆さんと音楽を通したふれあい活動を行うようになりました。その後、演奏グループもフラや日

本舞踊と拡げ、観客の皆さんと楽しく一体となった演奏会を目指して活動する中で、年間10件を超す出演依頼

が来るようになりました。

演奏者の仲間として地域の方々に、ワイズ奉仕の理解を得て、その輪も拡がっています。年1回、大型バスに

よる1泊2日の演奏＆温泉旅行を実施し、女性の方々にも安心で有意義な旅行を楽しんで頂いてます。2013年

には約40名を超すメンバーで、初の海外旅行として4泊のサイパン旅行を実施した。サイパン市長表敬訪問とと

もに、老人ホームで日本の歌を披露した時の涙は心に残るものがありました。 メン達は、旅行の企画から幹

事役。楽器運搬等で協力しています。

豊郷病院 むべの里
信愛館 赤煉瓦の郷

パストラール豊郷 水茎の里
万里庵 みなみ風
ヴォーリズ老健 あやめの里
自治会　老人会・コミセン アクティブプラザ　虹

主な訪問演奏先

年

年度 訪問地 訪問先 総勢
2007年 富士宮市 身体障害者施設　三和荘 18名
2008年 広島市 老人ホーム　ゆうあいホーム 28名
2009年 和歌山市 老人ホーム　わかうら園 35名
2010年 四日市市 デイサービス　三重YMCA福祉会 27名
2011年 丹波市 高齢者福祉施設　丹寿荘 28名

2012年 勝山市 就労支援事業　九頭竜ワークステーション 35名

2013年 サイパン島 エイジングセンター 39名
2014年 舞鶴市 障害者支援施設　こひつじの苑 26名
2015年 島根 老人ホーム　厚生センター八雲 23名
2016年 金沢市 老人ホーム　あかつき 26名

宿泊を伴う県外訪問演奏会の推移
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西宮・広島・近江八幡 3 クラブ DBC 調印式 (2007.6.9 第 10 回西日本区大会 ホテルニューオータニ大阪)

慶州クラブ 50 周年
(2009.4.27 慶州ヒュンダイホテル)

広島・西宮・近江八幡クラブ 60 周年合同例会 (2008.5.17 式典：琵琶湖ホテル 懇親会：遊覧船ミシガン)

東日本大震災義援金募金 (2011.3.19 近江八幡駅)

東日本被災地訪問  2011.9.19～22 ― １４―
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サイパン 演奏訪問 大正琴・フラ・コーラス(2014.3.28 サイパン エイジングセンター)

六甲部会：西宮クラブと共に(2014.9.6 関学キャンパス)

ヴォーリズ没後 50 周年記念事業

（2014.10 アンドリュース館）

第 24 回アジア大会 10 名参加(2011.8.4 高雄)
― １６―



                                          

STEP事業 エスペン君ホームステイ(2016.10.9 彦根にて)

理事最優秀クラブ賞受賞 (2015.6.14 ハイアットリージェンシ)

東北震災復興支援ツアー(2016.4.26 大川小学校前)3 クラブ合同例会（2016.6.16 銀座ライオン)

湖南 4 クラブ合同例会 (2015.4.19 安土考古博物館)
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第 2 回チャリティラン(2017.6.4 希望ヶ丘公園)

堀江宏ワイズ奈良傳賞受賞

(2017.6.11 熊本日航ホテル)

奈良傳賞受賞記念祝賀会  (2017.7.8 ホテルニューオウミ)
― １８―



(敬称略）

NO 入会年 会員名 NO 入会年 会員名 NO 入会年 会員名
１ 1948 池川 延男 ６０ 1962 足立 武夫 １１９ 1985 西川 敏夫
２ 猪瀬 久雄 ６１ 1963 富永 潤 １２０ 1986 北林 保彦
３ 太田 国義 ６２ 小西 太吉 １２１ 那須 秀樹
４ 尾崎 政明 ６３ 1965 荒木 優 １２２ 佻井 信子
５ 川口 正彦 ６４ 1966 安藤 清 １２３ 加納 京子
６ 山川 貞雄 ６５ 大橋 弘 １２４ 1987 柴田 耕三
７ 坊田 一二 ６６ 木村 荘右エ門 １２５ 小栗 勝則
８ 藤谷 正三 ６７ 1967 堀江 宏 １２６ 西川 純一
９ 川崎 幸治郎 ６８ 小山 善正 １２７ 今井 順
１０ 小杉 利男 ６９ 岩原 侑 １２８ 竹山 正人
１１ 小山 博 ７０ 森   寿和 １２９ 高畑 義一
１２ 錦織 恒夫 ７１ 山田 真 １３０ 井上 政美
１３ 徳田 正治 ７２ 1968 西村 勲 １３１ 真鍋 武
１４ 西川 洋一 ７３ 今宿 卓爾 １３２ 1988 豊島 正利
１５ 宇野 宏 ７４ 洪炯 圭 １３３ 1991 大橋 正
１６ 浦谷 道三 ７５ 成宮 敬作 １３４ 1992 大船 一美
１７ 安田 磐 ７６ 田中 浩一 １３５ 宮崎 征雄
１８ 古川 茂左工門 ７７ 1970 小林 健一 １３６ 岩越 嘉
１９ 井上 道男 ７８ 三原 茂靖 １３７ 山田 幸子
２０ 臼井 喜昌 ７９ 1971 板倉 玲二 １３８ 1994 川村 八郎
２１ 古田 希夫 ８０ 遠藤 昭雄 １３９ 1995 坂井 繁
２２ 伊藤 定一 ８１ 森島 邦夫 １４０ 西村 春雄
２３ 久郷 清 ８２ 1973 西岡 義郎 １４１ 1996 安田 博彦
２４ 中村 竹次郎 ８３ 1974 北川 進 １４２ 瀬間 恭子
２５ 若林 清一 ８４ 須原 秀人 １４３ 1997 村井 英治
２６ 吉村 欣怜 ８５ 1975 上田 孝司 １４４ 1998 竹内 正道
２７ 中村 善一 ８６ 森 和雄 １４５ 末広 健三
２８ 1954 梅田 雄吾 ８７ 木村 隆一 １４６ 徳田 望
２９ 1951 野村 四郎 ８８ 宮崎 卓 １４７ 1999 眞鍋 武
３０ 山本 肇 ８９ 1976 福井 清一 １４８ 渡部 信治
３１ 福井 与惣吉 ９０ 今井 カ １４９ 2000 赤井 伸之
３２ 水野 清一 ９１ 山崎 哲雄 １５０ 立川 三彦
３３ 1952 西川 一男 ９２ 岡田 定一 １５１ 持田 和夫
３４ 八尾 正夫 ９３ 1977 中野 勝次 １５２ 山本 通生
３５ 1954 長尾 霞 ９４ 真鍋 武 １５３ 三輪 肇
３６ 高木 武次 ９５ 野村 恭弘 １５４ 2001 佐藤 茂樹
３７ 1955 伴　 米蔵 ９６ 中島 良親 １５５ 2003 堀江 宏
３８ 宮本 秀男 ９７ 中山 博文 １５６ 堀江 芙美
３９ 1956 広瀬 道一 ９８ 西村 喜久蔵 １５７ 辻澤 武男
４０ 西川 音松 ９９ 安田 尚弘 １５８ 檜山 秋彦
４１ 諸川 庄三 １００ 1978 松井 通秦 １５９ 竹内 柾江
４２ 鈴木 哲典 １０１ 松山 朝夫 １６０ 尾賀 繁子
４３ 田口 敏三 １０２ 1979 井之 上亮治 １６１ 2004 川上 潔
４４ 前田 重次 １０３ 佐藤 弘明 １６２ 松本 太一
４５ 1957 松橋 嘉信 １０４ 1982 木下 清 １６３ 2005 植村 玲子
４６ 藤本 憲治 １０５ 井上 正博 １６４ 2006 堤   栄 
４７ 1958 佐藤 菊三 １０６ 深尾 勝義 １６５ 2007 廣野 尊士
４８ 坪田 真一 １０７ 山添 登 １６６ 平田 美喜蔵
４９ 安藤 斎次 １０８ 山本 衛 １６７ 小西 逸子
５０ 林   治郎 １０９ 1983 浅岡 徹夫 １６８ 2008 太田 美智代
５１ 柴田 五郎 １１０ 西川 充 １６９ 三村 力
５２ 1960 坂村 恭平 １１１ 祝部 康二 １７０ 2009 池田 鈴子
５３ 谷口 宏樹 １１２ 1985 堤   浩次 １７１ 佐伯 一穂
５４ 佐野 安仁 １１３ 松原 基夫 １７２ 2010 毛利 和子
５５ 1961 今井 史良 １１４ 田中 勇 １７３ 峰　洋美
５６ 1961 加納 竟－ １１５ 奥村 直彦 １７４ 2012 藤本 俊介
５７ 乾信 雄 １１６ 山下 祐三 １７５ 2014 藪   秀実
５８ 1962 野村 忠三 １１７ 横井 幹彦 １７６ 八木 ふよう
５９ 岡部 忠実 １１８ 鳥居 新平 １７７ 西川 允

１７８ 2016 岡田　定一
ー１９－



浅岡 徹夫

   京子
今年近江八幡クラブ

は創立から 70年を迎え、

西宮と広島と３つの

DBC クラブが合同の記

念例会を持てることを

喜びたい。クラブ設立年

と私の妻京子の誕生年が同じであり、私が近江八幡クラブ

に入会したのは 35 年前で、我がクラブの歴史の半分を共

に過ごしてきた。

特に直近の 10 年は私にとって大変大きな経験をさせて頂

いた年月であった。

2009年にびわこ部長を拝命し、2011年に西日本区理事

に就任したのを始めこの 10 年間西日本区役員会に席を置

くことになり、その分近江八幡クラブでは十分な貢献が出

来なかったが、逆にクラブの皆様からは絶大なるご支援を

頂き、理事等の職務に専念出来たことに改めて心から感謝

したい。この間、東日本大震災や熊本大地震等の大きな災

害に直面したり、私達の仲間の何名かがお亡くなりになる

といった悲しい出来事もあったが、我がクラブは何時もお

互いを思いやる素晴らしいクラブであり、これからも力を

合わせて社会に貢献する奉仕クラブであり続けて欲しい

と願っている。

池田 鈴子
「6時過ぎにお迎えに」「お家の

前を通りますのでご一緒に」と毎

月の例会はワイズの方からの思い

やり電話に感謝しつつアンドリュ

ース館へ。2013年 11月の入会の

頃は近くの YMCA の会場へ徒歩

で。その後は車で参加。皆様のお蔭で 5年間の例会の欠席

は 1日だけでした。

一人暮らしと高齢(87才)の私を案じる娘二人が、ワイズ

メンズクラブに入って、生き生きと活動の話。日本舞踊の

姿を見て、ワイズ精神に敬意とご厚志に感謝しています。

2016 年は、びわこ部・びわこ部会・初めてのチャリテ

ィランの会計と 3っつ重なりましたが、各役員のお力添え

のもと、重責を果たすことができました。

会員同志が、①励まし ②尊敬し合い ③互いに楽し

く集う中に自己を高め合い ④仲間との繋がりが深まる

ことを 70周年を機に更に強く願っています。

太田 美智代
近江八幡ワイズメンズクラ

ブ 60周年の年に入会させて頂

き、今年 70周年を迎える年に

なりました。入会 3 年目に長

浜での西日本区大会開催時に

初めての会長を。3 年前には、

びわこ部書記のお役目を経験

させて頂きました。その度に、自分の役割は何かと自問自

答を繰り返しながらも、色々な方々に支えられて頂き、ワ

イズの一人として活動してきました。  

そんなワイズ活動の中で、お互いの思いの連鎖を感じな

がら、人と人との関わりや想いで、最初小さかった繋がり

が、今では大きく広がっています。他のクラブにお邪魔す

る度に皆さま和やかに満面の笑みで出迎えて下さいます。

ワイズの輪の広がりを強く感じる時です。ワイズメンズク

ラブに入れて頂き、握手を繰り返すたびに、色々な想いを

感じとっています。

出戻りの記

岡田定一
２０世紀最後の年２０００年

（平成１２年）１２月３日、大津

ワイズメンズクラブが誕生しまし

た。故山田 真さんが提唱された

「びわ湖ネックレス構想」の第１

弾として、びわ湖の西側にできた

最初のワイズメンズクラブです。

私としては、この大津クラブを大きく育て上げ、続いて

湖西の高島郡にもう一つクラブを誕生させ、１０年経った

ら近江八幡クラブへ復帰するつもりのチャーターでした。

ところが、大津クラブの会員増強がままならず、会員の

転勤、病気療養、高齢化等々で会員は、減少するばかり。

チャーター・メンバーに大津生まれの大津育ち、大津で働

き、地元に大勢の友達を持つような人を誘い込めなかった

ことが、大津クラブを大きく育てることが出来なかった大

きな原因だと思っています。

平成２８年６月、最後に残ったメンバー４名で話し合

った結果、大津クラブを解散し、久保田さん、辻本さん、

林さんの３名は親クラブである草津クラブへ移籍、私は近

江八幡クラブへ復帰することとなりました。

３クラブ合同の周年記念集会は、私の大津クラブへの転

籍中に始まりましたので、今回初めて参加します。今後と

も宜しくお願い致します。

ひ 言と
近江八幡ワイズメンズクラブ 70 周年に寄せて

            2018 年 6 月 30 日現在 名簿順
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｢わたしと近江八幡

ワイズメンズクラブ｣

川上 潔
鮭はその生まれた川に

戻ってくると聞く。わたし

にとっては､生まれた川と

は近江八幡ＹＭＣＡのハ

イＹ（ＹＭＣＡの高校生部）

であり、尾崎政明主事（そ

の巨躯のため御大とよば

れていた）や水野主事の薫

陶を受けて、クラスメイトの吉田博（京都一のジャズピア

ニスト）柴田勝（北星学園校長）安藤康三（劇団四季の創

設メンバー）といういずれも牧師二世の悪たれと、思う存

分青春を謳歌していた。

そして、戻ってきた川とは、近江八幡ワイズメンズクラ

ブである。ある年の滋賀県信徒大会でのこと、滅多に、こ

の種の会には顔を見せない堀江宏氏が珍しく姿を現した。

「お久しぶり」との挨拶もそこそこに「先生 ジャズがお

好きですか？」と尋ねてこられた。［はい、大好きです］

と答えると、「うちにたくさんジャズのレコードがあるか

ら、一度、遊びに来ませんか」と誘われた。思えば、あれ

がワイズメンスクラブ入会のための「悪魔のささやき」、

もとい、勧誘のための「餌まき」であった。

見事にその餌に食いついたわたしは、即座に入会を決断

した。それ以降、多くのよき友に恵まれ、入会したことを

後悔したことは一度もない。「人たらし」の堀江氏の策略

に見事に引っかけられたわけだが、再び言う。後悔したこ

とは一度もない。教会の牧師として、あの「人たらし」の

妙技に学ばなければならないと自分に言い聞かせている

今日この頃である。

近江八幡ワイズメンズクラブ７０年の歩みに感謝して

   佐伯 一穂
近江八幡ワイズメンズク

ラブが設立７０周年を迎え

られましたことを心よりお

祝い申し上げます。貴クラ

ブの皆様とは２００４年度

よりユースボランティアリ

ーダーの立場でご交流いた

だき、２００８年度より連

絡主事として温かく迎え入

れていただきました。

毎月の例会では趣旨を凝

らした講和や楽しい交わり

のひと時が生活の一部となっています。毎年夏には風の谷

キャンプ場開設ワーク、２０１６年度より始まったインタ

ーナショナル・チャリティーラン、YYY フォーラムのチャ

リティーボーリング大会等、どのような活動でもユースを

尊重して今も変わらず関わっていただいていることには

大変感銘を受けました。

いつも「YMCA・ユースボランティアリーダーたちと共に」

歩んでくださっていることに心より感謝申し上げます。こ

れからもワイズメンズクラブ・YMCA・ユースリーダーが

一体となって、社会の課題に向き合った活動が進められ

ることを願っております。

坂井 繁
６０周年と同様に広

島クラブ、西宮クラブと

の３クラブでもって「記

念合同例会」を開催でき

た事大変喜んでおりま

す。昨今ワイズの歴史が

深まり「周年記念例会」

が各地で多く開催され

ておりますが、３クラブ

での合同例会は、ご参加し

ていただく方に対して一石を投じたものと感じております。

さて 近江八幡クラブと同じく「古希」を迎えた私にと

って、現役での仕事の終わりを感じており、健康な時に人

生の一区切りの思い出として「四国八十八箇所巡り」の準

備を始めました。しだいに落ち込んできております体力作

りに日々励む必要性を痛感し、この計画を実践したいと念

じております。

各クラブを見渡して見ると「高齢化」、それに伴う「会

員数減少」の波が押し寄せており、我がクラブも同様の傾

向は否めない状況です。もとよりクラブは未来永劫存続す

べきであり、その為にも残りのクラブ人生に微力を投じた

いと考えております。

瀬間恭子
私が YMCAを知り携わるよ

うになったのは中学生の時、

友達と遊び半分で英語を習

いに行った時でした。高校に

入って高校 YMCA(Hi.Y)で 3

年間を過ごしました。青春を

熱く語り合った時代でした。

その後、大学、社会人の間暫く YMCAとは離れておりまし

たが、結婚して子供を持った時、改めて YMCAに携わるこ

とになりました。子供向けのプログラムが一杯あって、個

人ではなかなか経験出来ないプログラムに子供を参加さ

せていました。

その後、子供が大学 4年間を YMCAのスキーリーダーとし

て過ごしました。なぜか子供が大学を卒業し YMCA を離れ

ると私の方が寂しくなりました。そんな折、故山田ワイズ

が声をかけて下さりワイズに入会しました。その間、何度

もワイズを辞めることを考えましたが、なぜか分からない

のですが YMCAを好きだという事です。今後とも YMCAとは

携わっていきたいと思っています。

― ２１―



西川 允
若き頃、当時の YMCA

リーダー仲間達と野外活

動にスポーツに、共に青春

を謳歌したことを思い出

します。その後、社会人と

して、会社人として、馬車

馬の如く走ってきました

が、それもリーダー時代に

得られた貴重な経験や温か

い仲間がベースにからこそと思っています。あれから 50
年、少しの余裕が出来てきたかなと思うこの頃ですが、そ

の恩返しのつもりで、少しでも YMCA のお役に立てばと

思い、3 年前に近江八幡ワイズメンクラブに入会させて頂

きました。

近江八幡クラブは、びわこ部で最古参の 70 年の歴史を

持ち、ヴォーリズ氏に最もゆかり有るクラブでもあります。

そのクラブで活動させて頂けることを誇りに思うと同時

に、YMCAに対する思いを今後のワイズ活動に生かしたい

と思っています。また、本クラブにはバラエティに富んだ

方が沢山おられます。その一人一人にご指導・ご支援をお

願いすると共に。この 70 周年記念を共に祝いたいと思い

ます。

平田 美喜蔵
私が60才でアルフレッサ

（株）を退社して、早 10年

になります。堀江ワイズの

お勧めで、再度近江八幡ク

ラブに入会しました。その

年の 5 月には 3 クラブ合同

の60周年例会が大津のミシ

ガン船で盛大に行われ、始め

て、家内孫娘 3人で参加し大変楽しかったことを思い出し

ます。その後、2 回会長職に選任いただき、ワイズメンズ

クラブの色々な事を教えて頂きました。

広島・西宮クラブとの合同例会に参加し沢山のワイズ仲

間と仲良くさせて頂いています。広島クラブの方とは各方

面に旅行などをご一緒させて頂き、親密にお付き合いをさ

せて頂いています。

私の家内もこの 5年間メネット会会長として活動してお

り、大正琴や日本舞踊（ゆりの会）の習い事を通して、色々

な施設の訪問演奏で奉仕活動を楽しんでおります。今後、

広島・西宮の両クラブとより一層親密にワイズ活動を楽し

んでいきたいと思っています。

堀江 宏
私の最近１０年間のワ

イズ暮らしは嬉しかった

こと、感動したことの連

続であった。やはり深い

親睦の中にあったからで

あると思うが、先ず本ク

ラブ会員が仕掛けたサー

クルを思い出す。夫々が

地域の福祉施設を訪ねて交流・奉仕を続けておられるが、

年一回の合同の奉仕遠征には毎年参加させて貰い、多くの

収穫を得た。特にサイパンのエイジングセンターを訪問さ

せて貰った時、二世の方が日本の童謡に感動される姿が脳

裏に焼き付いている。また有志による YMCA パソコン教

室の会員相互の日帰りツアーも忘れられない。次に私の趣

味であるジャズを通してのつながりが出来たことである。

一緒にコンサートを楽しんだり、ミュージシアンを紹介し

て貰ったり、趣味に厚みが出来たのも嬉しいことであった。

最後にDBCで忘れられないのは昨年夏、木曽の山小屋で、

広島クラブの６人の皆様と寝食を共にし、名勝めぐりをした

ことである。

今後も皆さまに支えられながら、有意義な日々にしてゆ

きたいと思う。

堀江 芙美
私はクラブライフを楽しん

で います。またワイズの良さ

をますます痛感しています

二回目の会長をさせてい

ただいた時、西日本区大会

で理事表彰の最優勝クラブ

に選ばれました。今までに

ない喜びでした。長い歴史

を持つクラブでありながら、これまで、ご縁がなかったの

ですが、ヴォーリズ没後５０周年記念事業に力を入れ、近

江八幡を動かしたことが認められたと思います。きっとヴ

ォーリズさんが守って下さったのでしょう。

また浅岡ワイズが西日本区理事の時には、何時も大勢で

大会・部会・クラブ例会に参加しておりましたところ、翌

年度区大会の交流事業で「部会積極参加優秀クラブ賞」とい

うユニークな賞をいただいたことも面白く想い出されます。

６５周年の時にはサイパンまでメネットの大正琴、フラ、

コーラスそしてワイズのメンの方々３９名でエイジング

センターへお尋ねしたことなど 頑張った良い想い出です。

これからも有意義な老後をワイズの良きメンバーととも

に楽しく、笑って過ごしたいと思っています。よろしくお

願いします。

― ２２―



松本 太一
私は 2004 年 YMCA 会館

での11月例会時に入会式

をして頂きました。入会

式では、当時の会長のワ

イズダム 6 つの“きずな

“に対し「はい、入会し

ます」と手を挙げて宣言した

ことを覚えています。あれから 14年ワイズ活動や YMCA 行

事への参加の少ない私に対して、いつも、声をかけて下さ

り、笑顔で迎えて頂き、気にかけて下さる会員の皆さんに

感謝しています。

私はワイズ活動の施設訪問や親睦旅行の際に、大型バス

の運転手をさせて頂いていますが、道中、運転席で後方か

ら聞こえてくる会話を聴きながら、ワイズの仲間は、純粋

で、掛け値なしの奉仕活動をされていると感じています。

私は他のいろいろな団体に所属しており、それぞれにそれ

なりのお付き合いをさせて頂いていますが、私にとっては

ワイズは、少しユニークな、今後も大事にしていきたいク

ラブであると思っています。

峰 洋美

70 年もの歴史あるこの近

江八幡ワイズメンズクラブに

籍を置かせて頂いている事を

感謝と誇りに感じています。  

私は 7 年前の入会時は奉仕

活動や YMCA には余り縁が

なく、そんな知識もない状態

でした。ただ、皆さまの楽しく、愉快な姿を見て、こんな

仲間の皆さまに囲まれて過ごせたら幸せだなという単純

な想いで入会させて頂きました。

当初は、クラブの中でどんなお役目が出来るのか、果た

して役に立つのか？その葛藤に自問自答する時期でした。

そんな時、びわこ部 Y サ主査を拝命し、YYフォーラムを

企画・実行した時、YMCAリーダー達との話し合いを行い

ました。その時、年代は違い、互いに役割は異なるとも、

互いに協力し合って、共通の目的を果たすこと。これが、

ワイズと YMCA が両輪である由縁であることに思いを馳

せました、今後、クラブ内の諸先輩方にご意見・ご指導を

賜りながら、私でも出来るお役目を全うしていきたいと思

っています。

持田 和夫

ワイズに入会して早や

17 年。よき先輩に恵まれ

て、方々に旅行したり、新

しい趣味や交流が増え充

実した日々が送れている。

メネットの大正琴クラブ

とある施設訪問した時、フ

ルートの素敵な音色に感

動してＹＭＣＡで習うことになって 10 数年。大正琴の皆

さんと月 2回のペースで練習に励み施設での演奏ボランテ

ィアを行っている。ＹＭＣＡではパソコン教室を手伝い、

クラブでは広報委員長を受けブリテンの発行を担当して

いる。原稿の長短や、締め切り日の遅れに悩まされ、四苦

八苦している。健康であることに感謝して、奉仕活動に励

みたいと思っています。

安田 博彦

入会 23 年目を迎え、

ワイズ生活を振り返っ

てみると、少しづつでは

ありますがクラブに対

するスタンスは変わっ

てきているように思い

ます。60周年記念誌では

「福祉を基軸にワイズ

活動を」とし具体的な活動を目標に挙げていたようですが、

この頃は、もう少しメンタルな面をワイズダムに求めてい

るように思います。クラブは第２の家族であり、価値観の

相違もあり、好みも異なり、論争もするけど、同志という

大きな愛に繋がれている。この大きな愛を背に、色んなこ

とにチャレンジしたり、ストレスにも打ち勝っていける。

そんな気にさせてくれるのもクラブであり、クラブの仲間

であるように思います。

また、この頃年齢を重ねると、ともすれば、気力と行動

が希薄になりがちであるが、そんな時にも、互いに声を掛

け合い、誘い合い、刺激し合うことで元気とやる気をもら

っています。人生の大半の部分を共にし、今後もワイズ仲

間と共に人生を楽しんでいきたいと思っています。
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八木 ふよう
ワイズメンズクラブに入

会したのは、堀江宏氏のお誘

いでした。男性の手を握った

こともない私は、男性の握手

ぜめに当惑していました。あ

れから 5年、ワイズメンズ・

メネットの大きな隣人愛に支

えられ、今では日本舞踊のグループもでき、各施設で披露

奉仕させて頂いただく機会も増えてきました。感謝の気持

ちでいっぱいです。

当クラブは、様々な宗教観や考えを持った人々が隣人愛

で繋がっており、弱い立場の人々に手を差しのべ奉仕する

「愛と奉仕」の精神に満ちあふれています。このような中

で、私の新たなワイズメンとしての姿を探るとしたら、「親

睦」のあり様でしょうか。地域に根ざし、身近に触れて、

人々の繋がりを大切にした「親睦」。弱い立場の人々仕え

る「親睦」。イエス様が弟子達の足を洗われたように、私

も動き出さねばなりません。

藪 秀実
3 クラブがこんなに

長くワイズメンズクラ

ブの活動を続けられて

いることに若い（？）

ボクは驚くとともに、

この瞬間に立ち会える

「奇跡」に感謝している。ボクが近江八幡のメンバーに加

えていただき、ＤＢＣクラブが広島と西宮だとお聞きした

ときに、すぐに頭に浮かんだのは「カープ」と「タイガー

ス」と「ヴォーリズさん」だった。ボクの親父は大のタイ

ガースファンでボクの生まれた 1964 年には「タイガース

は優勝するわ、東京オリンピックだわ、長男が生まれるわ」

で最高の年だったようだ。しかし、親不孝（？）にも、ボ

クは大のカープファン…。そして、広島と西宮、おひざ元

の近江八幡にはＹＭＣＡと縁が深いヴォーリズ建築が遺

されている。70 年にもわたる 3 クラブの「絆」は、ボク

にとってはこれからも「カープ」と「タイガース」、そし

て「ヴォーリズさん」なのだ。

トッネ
メ

近江八幡メネットとして大正琴、フラ、日本舞踊で施設や町内の老人

会を慰問したり、お土産にお手玉、袋など皆様に助けて頂きながら手作

りをしたりしています。 びわ湖湖岸清掃、市民クリスマス チャリテ

ィーランなどワイズメンズクラブの行事にも少しでも参加出来るように

頑張って行きたいと思っています。

仕事と家事で他の事が何も出来なかった私をメネットとして参加する

ように家庭で言ってくれています。そして私はいつもワイズの皆さんや

たくさんの方々に助けられています。「私に出来る事などない、皆さんの

ように活躍出来ない、どうすれば良いのかと考えていました。」でも「自

分が出来る事をすればよい、みなさんとは違うから」と言って頂き少し

気が楽になりました。

メネットとしてワイズに参加させて頂き、たくさんの方々のお話しを

聞き私の性格も明るくなりました！？ワイズで皆さんに出会えて幸せで

す。メネットとして私の出来る事を笑顔で頑張りたいと思っています。

近江八幡クラブメネット通信

―自分に出来ることをやればよいー

平田 美代子

↑手造り作業奉仕（お仕事会)

↑市民クリスマス 受付奉仕

― ２４―



࿙✻◡࿙✻◡࿙✻◡࿙✻◡࿙ あとがき ࿙✻◡࿙✻◡࿙✻◡࿙✻◡
3 クラブ合同創立 70 周年例会記念誌編集後記

我々広島・西宮・近江八幡は、等しく 1948 年度に創立されたクラブであります。時間と経費の節減と

いうコンセプトを持ちながらも、相互的な歴史的な背景と現代的な DBC の実践という経緯の中で、この

合同 70 周年記念例会が実施されました。

その歴史的な背景にはパートナーとしての各地 YMCA が舞台となっております。そしてその中心人物

が W・メレル・ヴォーリズ氏であります。日本に YMCA を創るという神の召命を受け、近江八幡に来ら

れるのですが、英語教師の職を失ったのが幸いして、それまで封印していた建築設計を生かして活動さ

れる運命となります。これが我々3 クラブの中で見えざる糸として結び合わされているのです。

我々近江八幡 YMCA の建築は言うに及ばず、西宮クラブが支援する神戸 YMCA の第 1 回目・第 2 回

目の建設も、広島 YMCA の設計・施工も、総て W・メレル・ヴォーリズ氏の手になるものであります。

しかも現代とは無縁なものとして忘れ去られるのではなく、広島 YMCA においては、新館建設に当たり

建物の一部を野外教育センターへ移築し、「ヴォーリズロッジ」として、通年解放しておられ、ワイズメ

ンズクラブも先日西中国部会をここで実施いたしました。地元近江八幡クラブは常設第 1 例会場として

ヴォーリズ建築としての YMCA 会館を毎月使用してクラブのモチベーションを高めております。神戸地

区においては神戸女学院・関西学院大学などヴォーリズ建築が多くあるのですが、先日広島のメネット

が西宮の支援により近江八幡共々、当地を訪問しましたが、ヴォーリズ氏の偉業が、DBC としても生か

されている結果ではないかと思います。

以上近江八幡クラブは DBC トライアングルの一翼を担って皆様をお迎えいたしました。

堀江 宏 記
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表紙の図案は広島・西宮・近江八幡 3 クラブ

のトライアングルを表しており、赤色は広島、

黄色は西宮、青色は近江八幡です。近江八幡

の青色は真っ青な琵琶湖を象徴しています。
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