
41 
 
 
 
 身体の距離を離し、心の距離を縮め、ワイズが一

致するように前向きに頑張ります。会員の動きをお

伝えします。 

 ◎Line でのグループ討議は毎水曜日・10 時に行ない 

ます。ご参加下さい。 

書記よりの役員会報告 
 近江八幡クラブ会費について①  

 例会の休会が続く中、会費が集められていないが、少
なくとも 6月までは無理に集まり（出会って）会費を納
める必要はないことが確認された。（各個人で「貯めて」
おいていただきたい）。 
② リモート会議等の取り組みについて、パソコン、スマ
ートフォン、ズーム、等のアプリにより会議を行う試み
も今後必要となる。 
いくつかの可能性を試みたい。 
③ 滋賀 YMCAへの支援について 
 新型コロナウィルスの影響で滋賀 YMCAが窮地に立た
され、特別協力寄付のお願い文が出ている。（添付） 
 近江八幡クラブとして、ファンドから 10万円の寄付を
行うことが提案され、本日参加の役員からは賛同を得た。 
急ぎ、会員に諮り、実行したい。 
＊個人的な寄付については個々人の判断にて匿名性を尊
重し、直接ＹＭＣＡの窓口にお願いします。 
次回、役員会は 5月 27日（水）19 時～  
アンドリュース記念館を予定する。  以上 

松本太一ワイズからＬＩＮＥで「関白宣言替え

歌 」を送っていただきました。 
 作曲：さだまさし 
 〇あなたが外に  出かける前に 言っておきたいこと
がある かなり厳しい 時代が来たが ちょいとこの歌
を 聞いてくれ 
 〇無駄に外出してはいけない 用事ないのに出かけち
ゃいけない とにかく手は洗え まめに消毒しよう 寝
れるだけ寝て ちゃんと食え御飯 
 〇忘れてくれるな家でも換気こまめに自分は大丈夫な 
はずなどないって思え あなたにはあなたにしかできな
い仕事もあるから 
それ以外はおとなしく 黙って家で 引きこもっておけ 

〇顔を触るな 鼻をほじるな ドアノブ危険だ エ
レベータもな テレワークとか 賢くこなせ そう下半
身は パジャマでもいい 
ミーティング中 動物なるな 回線切るの 忘れて立つ
な テレワークだとお菓子の消費増えててツラい 部屋
はキレイにしとけ 隠れて酒は飲むな 

〇日本中 自粛で 自宅にこもる オンラ 
イン飲み会は 意外と楽しいと気づく 小倉さんは 違
和感ない 家の背景 合うもんだ 
サンジャポは 距離感すげぇ ヒルナンデスは 南原ひ
とり 

 〇子供 ご年配 歳関係ない 誰も今回 死んではい

けない 例えばわずか 一日でも気を 抜いたらヤツら 

待ってはくれない 

何も知らない人たちもいるが とりあえずマスク 2枚だ

けもらおう 力を合わせて なんとか乗り越えよう い

つか笑えるかな 必ず 笑おう 

  

 

 

 

 

  〇アルコール ないなら 洗剤と水で作っとけ 

（現状）くわしく 知りたいなら この辺の動画見てお

け 忘れてくれるな ピンチになってる人を 大事な人

を守るには 行動変えよう ひとりひとり 

 

安田さんからニコニコ談話をいただきました！ 
最近マスク作りを始めています。80枚ほど出来上がり

ましたが、ゴムひもが不足で入荷待ちです。出来上がり
次第ＹＭＣＡやＤＢＣ関係に贈りたいと思っています。 
孫の送迎で近江八幡 Y へは絶えず行っておりますが、

学童保育も大変で、その他
の行事も中止に追い込ま
れて支援しなければなら
ないと痛感しています。 

  別の話ですが、我々も老
齢化して来ると段々と耳 

が聞こえなくなります。今後
に備えて、会話や音響の音
量を増幅させるような方

法を今から考えておく必要があると思います。 
 

西川 充さんがＬＩＮＥで送って下さいました 

Moonazur 美容室めかさんから 

   ”小さな祈り“アリヤ(Arya)ちゃん 
 http://www.youtube.com/watch?v=_z0gfwatmFA  

 天のパパ神様、そこにいらっしゃいますか？新型コロ

ナビールスから助けて下さい。 

おもちゃのおねだりよりも、もっと大事なことをお願い

するからです。 

この病気で亡くなった人たちと残された人たち、親を亡

くした子供たちや子供を亡くしたお年寄りなどを、どう

ぞみんな抱きしめて、しっかりお守り下さい。 

（中略）お医者さん、看護師さん、それを助ける皆様、

お巡りさん、外で働いている皆さん。そのほか、新型コ

ロナビールスとたたかってい

る皆さん。あなたはスーパー

ヒーローです。神様のお守り

がありますように！ みんな

がいっしょに集まって暮らす

ことが出来る日が来ますよう

に！ 全ての人のために祈り

ます。アーメン 

 

岡田定一さんのニコニコ談話より 
 俳句・短歌・冠句などの会も全部中止になり、好きなマ

ージャンも雀荘のオーナーがコロナが出ると困るという事

で中止。しかし家にいると句の添削をしてくれという手紙

が舞い込んだりで結構退屈もせずに過ごしています。 

最近の一句： 

 満開の桜の花の蜜を吸い 花弁を散らす 鵯

ひよどり

の影 

鵯は桜の蜜が好きで、その時に花びらが散る様子を歌い

ましたとのことです。 
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堀江 宏さんの近況 
 以前から私は相手なしでも日暮が出来るようにしてお
りました。クラブの歴史をしらべたリ、モダンジャズを
聴いたりなどです。 
もしゴルフとかマージャンのように相手がいると我々の
ような仕事は寸暇を楽しむことが出来なかった。私には
無理だったのかもしれません。しかし、いま STAY HOME
に役立っています。音楽はもとより家で眠っていたミュ
ージカルのＤＶＤを見ています。 
安田さんに故障を直してもらったので助かっており、週
に 3本くらいは見ています。その他雨が降らない日は
6000歩程度歩いています。 

 
 
 ワイズの例会が中止になって、皆さんの顔が見たい、
声が聴きたいと、寂しい毎日です。こんなに大変な日々
になるとは。感染状況から考えて、踊りの教室を閉めよ
うと思ったのが２月。あれからもう、３ヶ月目に入りま
した。しばらくは一人で、踊りのお稽古を続けていたの
ですが、人様に見ていただけない、教えられない日が続
き、生活に張りがなくなりました。体は、正直です。免
疫力が落ちて、帯状疱疹ができてしまいました。歩くこ
ともままならない痛みの連日。こうなると、何事もなく
お稽古をしていた普通の日常が、ありがたい奇跡のよう
な日々に感じられます。体が復活してきましたので、ま
ずは、踊りの仲間の近況を聴かせていただき、ワイズの
皆様にも報告して安心していただこうと筆を執りました。 
  
         ・・・・買い物以外はできるだけ
外に出ないように、家の中で整理整頓や花の手入れなど
をしていました。閉じこもっているとストレスも溜まる
ので、日頃できない引き出しの片付けやマスク作り。料
理を作って、孫や子どもたちの元へおかずの宅配をして
います。小さな孫を預かっているので、一緒に公園で遊
んでいます。毎水曜日は、ママさんコ－ラスで、スマホ
によるコ－ラスをしています。バラバラになっていた心
が一つになって、楽しくうたっています。 
 
 池田鈴子さん・・・・・少しでも体を動かそうと、
人通りの少ない時間や場所を選んで、３０分ほど歩くよ
うにしています。  旧知の友や遠くにいる孫たち、踊
りを見に来てくれた友達に、電話をしたり、手紙を書い
たりして、交流を深めています。先日、お友達に電話を
したところ、娘さんが病気で亡くなられたばかりでした。
なかなか人と会えない近頃ですから、悲しい胸のうちを
語ってくださいました。その後、力になってもらってな
により嬉しかったというお手紙をいただきました。気持
ちを通じ合うことができました。 
  
 平田美代子さん・・・・外に出られない中、息子や
孫たちと公園に言って、なるべく体を動かそうとしてい
ます。ご近所で一人暮らしの方が、買い物に困っておら
れました。一週間に一度は、買い物に一緒に行きます。
気晴らしになり、相談相手にもなると頼りにして喜んで
もらっています。 
 いつもなら、ゆっくりとテレビなど見られない生活で
したが、今は、テレビも良いなと思う事があります。生
活の工夫や知恵を沢山紹介していて勉強になります。忘
れないようにメモをするのですが、メモがあちこちに広 
がり、何処に置いたか分からなくなります。（笑い） 
犬のロンも元気に吠えています。 
 

 
 
 
皆さんさんお元気ですか。 
 先日西日本区役員の会議をズームと言う手法でパソコ
ンを使って実施しました。出席者の顔を見ながら会議が
できるので、なかなか良いと思いました。 
 全員の参加は難しいと思いますが、特別例会として試
行してみる価値はあるかと思います。 
 西日本区では大野勉さんにお願いすれば協力頂けると
思います。 
 

■ＹＭＣＡクラス休講中 
 新型コロナウイルス拡散防止のため、ＹＭＣＡでも子
どもたち・リーダーたちの安全を守るため５月末まで学
童保育を除く全てのクラスを休講としております。とて
も寂しいＹＭＣＡです。そんな中でも、学童保育Ｙプラ
スには元気よく子どもたちはやってきます。新しく４月
から入会した子どもたちの多くは、１年生になったばか
りで、学校よりもＹプラスでの生活が先に始まっていま
す。午前中はお勉強タイムとなっており、絵本を読んだ
り、学校から出された宿題を行ったり、自分たちのペー
スで学びの時間を持っています。午後からは、子どもた
ちの好きな遊びで仲間と一緒に思いっきり遊んでいます。 
そのために、皆さんにご協力いただければと思います。 

① 読書のための絵本の寄贈 
 中古でかまいません。彼らの読書タイムに使える   
１～３年生の子どもたち用の絵本 

 ② 室内で遊べる遊具の寄贈 
 仲間と一緒に楽しめる物。折り紙や塗り絵、知育ゲー
ムなど、創造力が育つ物。体を動かすためのスポーツ用
品など。子どもたちが長い時間Ｙプラスで過ごせるため
の物を、今まで子どもさんやお孫さんが使っていた物で
かまいませんので寄贈いただければ幸いです。 

■滋賀Ｙリーダー動画配信開始！ 
 リーダーが中心となり、Youtube に子どもたちに向
けメッセージを送ります。子どもたちが元気に過ごせる
ようクイズやお家での過ごし方などを配信しています。
スタッフが登場する英語バージョンバージョンも準備
中！滋賀ＹのＨＰの「＃はなれていてもつながっている」
をご覧ください。 
 
 
 
 

 
 
 
 
           
  
        

藤やチューリップなど、色々な花の美しい季節

ですが、何処にも行けず滅入りそうです。 

 先日孫娘の指導で、家族四人と 

二人の甥を交えてテレビ会議と飲み 

会をやりました。とても楽しく会 

話が弾みました。 ゴールデン 

ウィークにもキャンプが出来ない 

ので二回目の飲み会を行いました。 

コロナウイルスに負けない 八木ふよう 

淺岡京子さん    

 
Happy Anniversary！ 

Happy Birthday！ 
５月 １日 松本太一さん 
  14 日  瀬間恭子さん 
  16 日 持田和夫さん 
  22 日 川上弘子さん 

５月 21 日 坂井 繁さん 
         香代子さん 

      

ご夫妻 

編 集 後 記     

浅岡徹夫さんのメールよりお伝えします 

大黒真佐実 
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