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アジア会長主題

西日本区理事主題

びわ こ部長主題

会 長 主 題

SamueI Chacko   (イ ンド)

Chen Ming Chen (・ 台`湾 )

田 上 正     (熊 本むさし)

林  宏―    (彦 根 )

藪  秀美    (近 江人幡 )

「フェローシップとインパク トで次の 100年へ 」
「新しい時代とともに、エレガン トに変化を」
「原点を知 り将来を生かす」
「親睦、自己研鑽、そして奉仕」
「Body,Mind and Seoul(SpriO,Again」

今 月 の 聖 句

互いに愛し合いなさい

(ヨ ハネによ 立早
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7月 菫上塑会 (Kick Or例会)

7月 16日 (土) 19:00～ 21:00

アンドリュース記念館

司会 :安田

会場準備 :浅岡、太田、岡田弥生、塩

貝、堀江、堀江芙美、松本

会食

開会点鐘      藪  会長

ワイズソング

近江人幡市役所 文化振興課

ビェンナーレの説明

点呼 会務報告   西川 書記

役員交代式

三役抱負

前期会計決算報告

今期事業報告

今期予算報告、

今期委員紹介

ドライバータイム  岡田弥生ワイズ

YMCAの 歌

閉会点鐘      藪  会長

記録       太田 ワイズ

6月 度出席状況
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米ロサンゼルスで療養 しておられた深田未来生先

生 (ア メリカ合同メソジス ト教会宣教師 。同志社大名誉

教授)が、 6月 25日 (土)89年の生涯を終え、逝去され

ました。かつて私は、先生から礼拝 。牧会学 (説教学)

を学びました。また先生は、私にお父様深田種嗣牧師
が創立した国分寺教会で、副牧師として働 くように勧
めてくださいました。埼玉の教会で働きをしていた

時、深田先生は礼拝の奉仕をしてくださいました。そ
の時の説教は、とても印象的でした。

アメリカ・カリフォルニア州に「セコイア国立公園」
があります。この公園のセコイア杉は、世界一高くなる

木と言われ、一番高い木は 112m、 樹齢は 2000年を越え

ます。公園内で一番有名なのは、「シャーマン将軍」と名

付けられた本で、高さが 84m、 幹の周囲は 31m、 重さは

1000tを越えると言われます。ところで、こうした木を

支える根はどうなっていると思いますか。セコイア杉の

森は、標高 700m～ 1000mの 山脈の中にあります。山の

表面は土で覆われていますが、土の深さはわずか 2mし
かなく、その下は岩です。標高が高いので、平地に比ベ

て風雨も強くなります。そうした環境の中で、高さが 100

m近 くの本が、1000年、2000年 と立ち続け、成長できる
のはなぜでしょうか。 根は深さでは2mしか延ばせま

せんが、そのかわり四方に 25mぐ らいずつ、はっている
のです。さらにセコイア杉は、必ず何本かがかたまりに

なって生えていて、互いに根をからませ支えあっている
のです。

このお話から、先生は教会とそこに連なる皆さんが、そ

れぞれ天に向けて高く立って神を証しするとともに、見

えないところでは、困難に負けず互いに支え合い、それ

ぞれ神から与えられた使命を果 したほしいと励まして

くださいました。

(近江人幡教会 牧師 深見祥弘)
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ニ コ ニ コ
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12,000円
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(算定会員 18名 )

累 計  76,000円
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6月 例会は、クラブ役員交代の

引継ぎ例会ですが、6月 役員会に

瀬間会計が欠席されたので、クラ

ブ会計の決算報告、新年度予算は

7月 のキックオフ例会で報告されることとなつた。

今期一年間の事業報告は、パソコンで編集された

ものを映写しつつ坂井書記が説明され、その後各事

業委員長から、所掌の事業について報告があった。

その主なものクラブファン ド北海道十勝のジャガ

イモ、かばちゃ、玉ねぎの販売額は、1,571,400円

で、収益は 259,816円 。このファンドからウクライ

ナ緊急支援金 50,000円 、チャリテイラン支援金

50,000円 が支出され、次年度への繰越金は、

1,926,238円 となった。なお、 1日 草津クラブは、

YMCA事 業への支援を続けるため、これからもジ

ャガイモ等の購入・販売は近江人幡クラブと共同で

行 うとのこと。

松本太一会長の退任挨拶の中で、当クラブの例会

での話 し合い中古参会員から上から日線のきつい

発言があり、これでは若い人が入ってこれないので

はないかとの発言があり、心に残った。

信 じられないぼど早く梅雨が明

けました (6月 28日 の梅雨明け)。

暑い暑い、猛暑が今年もやってき

ました。みなさん、電力不足が懸

念されていますが熱射病を避ける

の活用と充分な給水を欠かさないように意識的に

務めましょう。

最近の映画でお奨めなのは『 トップガン マーヴ

ェリック』です。 トム・クルーズの出世作となっ

た、なんと36年を経ての続編が本作です。トム・クル

ーズ演じる主人公は前作から 36年が過ぎても現役の

戦闘機パイロットで、いまだに誰にも劣ることがな

い、負けることがない、生身の人間ではありますが、

そのあり方と活躍は、ありえないほどに「超スーパー

マン」なのです。 しかし、彼をスクリーンで観る私た

ちは、心をワクワクさせて物語に没頭 していきます。

難 しい理屈などは考えずにとにかく前に突き進む ト

ム・クルーズの姿に気持ちが 「スカ～ット」するので

す。

7月 から私が近江人幡ワイズメンズクラブの会長を

務めさせていただきます。コロナ禍に入った前 期々に

続いて 2回 目の会長 となります。確かに、前々期 |ま 計

画していた活動はほぼ出来ませんでしたので、今期こ

そはその無念 (?)を晴らすべく各ワイズの諸先輩方

のご指導をいただきながら充実した活動を行ってゆ

きたいと思っています。

なので、今期の会長主題は「Body、 Mind and Seoul

(Sp五 t)、 Again.」 とさせていただきましたこ前々期

の会長主題と同じです。言 うまでもなくこれ |ま

‐
心と

身体 と魂」のバ ランスの とれた人間形成を目指す

YMCAの モットー、キャッチフレーズですc先ほど紹

介 した映画『 トップガン マーヴェリック』の信 じられ

ない主人公を演じるトム・クルーズはまさに 「Body、

Mind and Seoul(Sp五 t)」 のどれもがバランスよく充

実しているからこそ、あの超人ぶ りを発揮できている

のでしよつ。

暑い夏から今期がスター トしますが、松本太一会

長から引き継ぐ「篤く熱い」想いの灯を絶やすこと

なく、YMCA、 ワイズメンズの理念と理想を基に会

員相互の 「ホットする」楽しい交流を深め、幅広く

「厚い」奉仕活動に勤しみたいと願います。今期も

みなさまのお支えをよろしくお願い致します。

あたり

今期近江人幡クラブ書記に任命さ

れました西川 允です。先ず最初に 4月

5日 から約 3カ月、大腿骨骨折という

またまた不名誉な失敗をしましてクラブを初め、皆様

にはいろいろとご迷惑をおかけし、この紙面をお借 り

して深くお詫びを申し上げます。

またその節には多くのお見舞いや激励を頂きまして
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大変有難 うございました。

お蔭様でまだまだステッキ歩行 とい う不十分な回

復状況ですが、何とか皆様の元に帰って来ることが

出来ました。

クラブ書記は初めての体験ですがこれから大急

ぎで前任の坂井繁ワイズの豊富なご経験をわずか

でも引き継ぎまして、今年一年間、藪秀実会長の下

で少 しでもお役に立つような仕事をして参 りたい

と思います。具体的には ドライバー委員の皆さんの

アイデアも頂き、びわこ部との連携や西 日本区との

連携にも祖語が無いように油断なく一歩ずつ歩ん

で参 りたいと覚悟をしておりますので、クラブの皆

さん、どうぞよろしくお願い致します。

っ て

今期瀬間ワイズよリワイズの会

計を引継ぎ致しましたコロナの中で

ワイズのメンバーも年齢と共に少し

減少傾向にあります。その中でワイ

ズ会計を上手くや り繰 りしていきたいと願ってい

ます。それにはワイズ皆様の協力なしでは上手く回

って行けません。今期より平田が頑張って会計を致

します宜しくお願い致します。

に参加 して

日本区が東西に分割 して西日本区

大会の第 1回 目が岡山の地で開催さ

れましたが、今回は 「Reborn始 ま

りの地から」と銘打って第 25回西

日本区大会が6月 11日 に岡山国際

ホテルにてホス トクラブ京都 トップスワイズメン

ズクラブ、協カクラブ岡山ワイズメンズクラブで

もって開催されました。私自身振 り返ると25年

前の第 1回 目は参加 してお りませんでしたが、岡

山の地はかつて数回訪れてお りました。

今回の大会は新型コロナの影響で開会出来るか

否かで、大会関係者は無論のこと心配 しておりま

したが、当初予定の 2日 間の開催をやめて単日開

催でおこなわれました。

思えば 3年前に戸所理事の下での大津の地で開

催準備 してお りました第 23回大会が一 日開催で

予定しておりましたがコロナの影響で中止になっ

たのが思い起こされました。

さて西日本区大会は毎年梅雨入り後の開催でお天気

の心配される時期での開催ですが、快晴の下でで会場

にお昼前に到着致 しました。思えは新型コロナ下 2年

連続大会中止での開催ですので各ワイズとの交わりは

感慨深いものでした。只 従来 1日 半の大会が単日開

催の為、時間の制約で休憩時間が少なく、又同じ制限

時間での部長発表がクラブ数の多い部など各クラブの

活動発表も中身まで公表できず、ひたすら早口でのク

ラブ紹介のみが発表の方も大変でしたが、聞く側もス

トレスを感 じました。限られ時間での部長発表、主任

発表方法も特に秀でた箇所のみ発表として、全般的な

内容は印刷物での開示でもよかったのでは無いかと感

じました。慣例の表彰ですが、びわこ部は理事表彰の

優秀賞として彦根シャ トークラブ、ブリテン最優秀賞

として滋賀蒲生野クラブが二回目の受賞、又理事特別

賞として長年に渡 り、YMCAに 多大な貢献として滋

賀蒲生野クラブの三原茂靖ワイズ、YMCAサービス

優秀賞として 「風の谷キャンプ場テン トサイ ト整備事

業」として長浜 。彦根シャ トークラブが、又地域奉

仕・環境事業特別賞として滋賀蒲生野クラブが受賞さ

れました。我がクラブとしては 100%達 成賞が 8

つ、メネット事業のヘア ドネーション協力賞とで 9つ

の賞を頂きましたが、びわこ部の他のクラブの活躍振

りには敬意を表するところです。

大会最後には新山理事から熊本むさしクラブ田上次

期理事への引継ぐ式が行われ、 18時より懇親会で久

しぶ りの各ワイズとの再会で多いに語 らいお酒を酌み

交わし親交を深めることが出来ました。

新型コロナ対策の為に参加者数を絞つて450名余 り

の参加者で、当クラブとしては安田、浅岡、岡田、
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