
今後の予定 

１/13 19:00 高島クラブ訪問 マキノグランド 

        パークＨ （藪会長・安田書記） 

○12月 出席状況 
在籍者数    20 名   ゲスト    名 
出席者数    10 名     メネット  1名 
メークアップ     名 
出 席 率          ％ (算定会員 20名)         

○ニコニコ        円    累計 38,000 円 
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2021 年 

会  長  藪  秀 実 

直前会長  太 田 美 智 代 

次期会長  松 本 太 一 

書  記   安 田 博 彦 

会  計   瀬  間  恭  子 

監  事     岡 田 定 一 

国 際 会 長 主 題  Jacob Kritensen（デンマーク）  “VALUES, EXTENSION and LEADERSHIP”  

アジア会長主題  David Lua   （シンガポール） “Make a difference” 変化をもたらそう  スローガン 「奮い立たせよう」 

西日本区理事主題 古 田 裕 和 （京都トゥビー）  “Let's do it now !””2022 に向け誇りを持って All is well.” 

びわこ部長主題     西 川 裕 介 （彦根シャトー）   “蘇れびわこ部” 

会 長 主 題 藪  秀 実  （近江八幡）    “Body Mind and Soul.(Spirit)” 

 

“ようワイズダムの原点”  
今月の聖句 

 
   わたしは、あなたたちのために立てた計画を
よく心に留めている、と主は言われる。 
それは平和の計画であって、災いの計画で
はない。将来と希望を与えるものである。 

                旧約聖書 (エレミヤ書 29章 11節) 

１月 第１例会（新年例会） 
昨今のコロナ感染拡大状況 及び 非常事態宣言発

令を鑑み 近江八幡クラブ １月例会は中止とします 

 

巻 頭 言 
 

あけましておめでとうございます。 

「新年を迎えてもこの状態では積極的な気持ちになれ

ない…。」初詣のインタビューでの参拝者の言葉です。

確かにかつてない世界の混乱でしょう。しかし、振り

返れば、いつの時代でも混乱は起こっています。近江

八幡 YMCA を仲間とともに結成したヴォーリズさんの

時代も困難だらけでした。ヴォーリズさんは 1913（大

正 13）年 1月号の「湖畔の声」でこのように記しまし

た。 

「いたし方ない」という言葉は、保守的で悲観的な人

の考え方です。キリスト教の神髄は、進取的で楽観的

で勇気に満ちた精神で元気を吹き込みます。私たちが

困難な目に遭う時には必ず「方法がある」という新し

い言葉によって、新年より確信を持ち進みたいと思い

ます。」―『神の国の種を蒔こう』（創元社）より抜粋― 

 ますます難しい世の中ですが、YMCA の働きそのもの

が、困難な中でも「希望」を信じて歩んできた歴史の

中にあります。諸先輩に倣い、想いと知恵を尽くして

「方法」を考え、実行してゆくワイズメンズクラブで

ありたいと思います。 

 御降誕の恵みの中で、新しい年を迎えました。コロ

ナ禍、この年がどのようになるのかと恐れと不安に満

たされています。そうした中、神は私たちに一つの祈

りを教えてくださいました。それは、「イエス・キリ

スト、インマヌエル、ア－メン」という祈りです。「イ

エス・キリスト」、キリストは救い主という意味の言

葉です。「インマヌエル」、これは、神は私たちと共に

おられるという意味の言葉です。そして「ア－メン」、

これは本当ですという意味の言葉です。すなわち、私

たちを救ってくださるイエスは、私たちと共にいてく

ださいます、これは本当です、と祈っているのです。 

「イエス・キリスト、インマヌエル、ア－メン」、

この祈りは、自分の弱さを認める謙遜と、神が共にい

て祈りをお聞きくださるとの信頼、そして神が平和の

計画を必ず実現してくださるとの信仰に、私たちを導

いてくださいます。この年、短いけれど完全なるこの

祈りをおささげください。 

近江八幡教会 牧師  深見祥弘  

＜強調月間＞   IBC DBC 
  IBC,DBC のクラブがあるところは何か連絡を取り合い近況報告をお互いにやりましょう。 

IBC,DBC のないクラブの皆さんは他のクラブ訪問なさってみませんか。 

中堀 清哲 国際・交流事業主任（鹿児島クラブ） 

会長 藪 秀実 
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 2月 19日午前 10:00 グリーンホテル YES近江八幡

にて今年のクリスマス祝会を行いました。今回もクリ

スマス実行委員会(4名)で企画・準備・当日実行まで

お世話になりました。当年は 2月のコロナウイルス日

本上陸から急速なコロナ禍が日本全土を襲いました。

そして、4月～6月は例会開催も見中止せざる状況に

追い込まれましたが、7月からの藪会長期に入ってか

らは新入会者も迎え何とか例会を実施してきました。

実行委員会が準備段階に入ったのはコロナ第 2波も少

し収まってきたかなという時期でした。その頃は、①

食事はビュフェ形式ではなく、個々に食材を取り分け

て頂く方式にしよう。②参加者はゲストはなるべく控

えて子供中心に 40名までに抑えよう。③大きな声や

激しい踊りはなく静かな曲でクリスマス雰囲気を作

り出そう。等の打ち手を検討し、クリスマスチラシを

作成したり、子供達のプレゼントの調達などを話し合

っていました。 

 しかし、12月に入り、第3波の兆しが見え始めた頃、

やはり、不安と迷いがよぎってきました。それために

役員会を開き、その実施可否も含めて話合い、クラブ

として進める方策を話し合いました。結果、さらなる

対策実施し、最低限の規模でも実施することに意味を

持ち、ワイズの知力と助け合い精神を発揮しようでは

ないか。そして、そこに、クリスマスの意義を模索し

再確認できたら良いなという声もありました。 

 最終的に当日実施したのは、①ホテル内での食事は

無とし、テイクアウトの弁当をお願いし、ホテル側の

売り上げにも繋げて頂くこと。②エンターテイナー

Cocoro を始め、生歌は無とし、ワイズソング・YMCA

の歌のみスマートフォンから流す。③1000円の交換プ

レゼントを持ち寄り間接的なふれあい。④参加者は 3

人用机に舞台の方向に教室並びで着席。 

参加者は 11名でクリスマスらしいプログラムも雰

囲気もなく少し寂しいクリスマスでしたが、最後に、

参加者それぞれがクリスマスの意義や寄せる思 

いを 3minスピーチとして話して戴きました。私は、

幼児心に感じていた記憶をたどり、「クリスマスツリ

ー、トナカイ、靴下、サンタクロース、プレゼントキ

ャンドルサービス」等々クリスマスに纏わる 

品や音楽が数々とありますが、それぞれが先達が楽し

い時間や楽しい気持ちを分かち合うために引き継が

れてきたものあり、私たちはその恩恵を受けているこ

とを話させて頂きました。    

 

 

安田 博彦 
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三原花苑指導の下でクリスマスリース作

りに取り組む。世界で一つだけのリースに

満足して私専用の裏口に設置しています。 

「そこに美的センスがあるんか」 

 

 

ポットにハーブ 4 種類の種を蒔き、暖かい窓

際で毎日霧を吹き。2week 後ついに可愛い芽

を出してくれました。その愛おしさはひとし

おです。 

「そこに愛が芽生えたんか？」

 

4つのオムニバス 

コロナ禍の中、物造りを楽しむ生活。 

安田博彦 

縁側にのんびり折り紙に興じている老人がいまし

た。そこには未来の私が居ました。 

「そこに何の楽しみがあるんか」

 

ボルダリングの製作 

1.8m のべニア板で家庭用ボルダ

リングを作成。孫たちは歓声を挙げ

て登ったり下りたりしています。 

「そこに体力はあるんか」 
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■新年明けましておめでとうご

ざいます。今年もどうぞよろしく

お願いいたします。 

年末年始は GoToトラベル一時中止に伴い、ウ

インターキャンプも中止せざるおえませんでし

た。１月１２日よりスキーキャンプも再開し通常

活動になる予定です。2020年はコロナにより思

うような活動ができませんでしたが、今年はコロ

ナに負けず対策を行いながら、通常の YMCA 活

動が送ることができればと思っております。皆さ

んに様々な面でご協力をいただくことになりま

すがどうぞ、今年もＹＭＣＡをよろしくお願いい

たします！ 

■YMCAクリスマスパーティー 

 １２月 13 日（日）は YMCA 会員とその仲間

で近江八幡文化会館にてクリスマスパーティー

を行いました。今回は、学童・英語クラス・バト

ントワリングの子どもたちが発表をする機会や、

音楽クラスの講師によるクリスマス音楽を楽し

みました。進行は英語＆日本語を交えての進行で、

子どもたちも自然と語学に親しみながら楽しむ

ことができました。またアメリカ・カナダ・ブラ

ジル・インドネシアの先生などいろいろな方にも

参加いただき、国際交流も交えたクリスマスパー

ティーとなりました。 

 

■キャンプ参加者・旅行参加者募集中 

 １月１２日以降のキャンプ参加者を募集して

おります。県内でのスキーキャンプ「雪ん子スキ

ー」「スノーキッズスキー」「幼児雪遊び」など

GoTo キャンペーンの対象プログラムの参加者

を募集しております。また、個人的なご旅行の予

約もさせていただきます。「GoToキャンペーン」

と「今こそ滋賀を旅しよう」を利用するととても

お徳に旅行がいけます。ぜひともお申込みお待ち

しております。 

■予定 1/5より通常開館となります。 

＊１月１6～17  雪ん子スキーA 
   １６日 スノーキッズスキーA 
   ２３～24 雪ん子スキーB 
   23日 スノーキッズスキーB 
   30日 幼児雪遊びキャンプ 

  ２月１０日 近江八幡Ｙ創立記念日 
＊１月より国際協力募金を開始いたします。 

湖 畔 に て 

池田鈴子 

遠く眺める湖東、湖南の

山々から陽が昇り始める、

湖面のさざ波に朝陽が煌め

いて、かいつぶりの群れが水

面 に漂っている。四季折々のびわ湖。

天候。風の向き。朝、昼、夜と刻々と水の色が変わ

るのをあかず眺めている。 

観光客を乗せたミシガン船がびわこ大橋でＵター

ンし、12時にボーと汽笛を鳴らし大津港へ。白い帆

に湖上を渡る風を一杯はらまして快走を楽しんでい

るセールマン。 

テラスの前には芝生の公園が水辺へと広がり、岸

辺で釣りをする人、犬の散歩が日課の人、ベンチに

はマスク姿の老夫婦、時にはグループダンスの練習

かな。女子高生の動きと音楽と笑い声がはじけて聞

こえてくる。 

雀の大群がやって来て大樹に止まり、やかましく

囀る、飛び立った後には鳩が芝生の虫を啄んでいる。

夜ともなれば、対岸の灯が連なって煌き、100 万ド

ルの夜景とはいかなくとも 20万ドルぐらいかな。夏

のびわこ花火大会も目前に夜空に彩どりの花火の共

演が見られる。 

対岸には近江富士（三上山）を望み、草津～大津

プリンスの高層ビル～浜大津へとつづく、左に目を

転ずればヨットハーバーから旧びわ湖ホテルの優雅

な姿へと展望できる。 

ここはどこ？湖西線西大津京駅からびわ湖方面へ

歩くと元ホテル紅葉の跡地に建つ大きなマンション

の一室である。 

一人暮らし 90 歳の私も心臓病と足の関節炎とコ

ロナ禍の今、ステイホームを余儀なくされての日々

の暮らし。自分の身は自分で守ることをモットーに、

びわ湖畔に佇み自然の恩恵を体感し心身共に癒され

リフレッシュしたいと、月に何日かは出向いている。

近くにイオン、スシロー、ダイソーなども有り、幸

い次女夫婦もすぐ近くに住み安心できる地でもある。 

ワイズの皆様にお助けいただき、大きな家族愛に包

まれて例会や催しに参加できますことに感謝 感謝

です。今年もよろしくお願いします。 

 

YMCA NEWS 
大国真佐実 
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Happy Anniversary！ 

Happy Birthday！ 

１月 20 日  太田美智代 さん 

１月 16 日  太田美智代 さん 
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