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毎月第 3土曜日   出席第一・時間厳守・古切手蒐集・奉仕  創立 1948年 5月 17日
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Chen Ming Chen(台 湾 )

田 上 正     (熊 本むさし)

林  宏―    (彦 根 )

藪  秀実    「近江′、幡 )

9月 第 1例会 (メ ネ ッ ト例会)

9月 17日 (土) 19:00～ 21:00

アン ドリュース記念館

「フェロ~ン ップとインバク 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」
「:BodIMlnd and Soul(Sprit),Again」

今 月の聖 句

はっきり言っておく。わたしの兄弟であるこの最も小さい
者の一人にしたのは、わたしにしてくれたことなのである。

(マ タイによる福音書 25章 40節 )

この夏、福井県敦賀を訪ねました。敦賀は、1899年 に外

国貿易港として開港、1902年敦賀とウラジオス トク間に直
通航路が開設されました。欧亜国際連絡列車が、東京 。新橋
駅から敦賀・金ヶ崎駅まで運行され、シベ リア鉄道を利用 し
て、ヨーロッパ各都市を結ぶ拠点港となりました。

この敦賀港に、1920年代ポーランド孤児が、1940年代に
は杉浦千畝さんの発行 した「命のビザ」を携えたユダヤ難民
が上陸しましたc

「ポーラン ド孤児」について紹介 しますこ1795年、ロシア

帝国などによってポーラン ドは分割され、地図からこの国が

消滅 しましたcそ の際抵抗 した十数万の人々は、シベ リアに

流刑 され、その後重労働や飢餓に耐え、幾世代にもわたりそ
の地に暮 らしましたc 1917年のロシア革命 と内戦の混乱
により、シベリアに暮らすポーラン ドの多くの人々が、家族
や家を失いましたcと りわけ、親と死別 した子どもたちは、
腹をすかせ、身を寄せる場所もなく、極限状況にありましたc

この惨状を見て 1919年 、ウラジオス トク在住のポーラン ド
人アンナ・ビルケウィチ女史が

‐
ポーラン ド児童救済会」を

組織 し救出活動を行いました.女史は、日本赤十字社に助け
を願、ヽ、第一次救済として 1920年 7月 以降、370名 の子供
たちを救出しました[敦賀に上陸した子供たちは、東京の福
祉施設で帰国の準備をし、同年 9月 以降、横浜から米国経由
でポーランドに帰国しましたc(1919年 6月 ポーラン ド独立)

さら|こ 第二次救済として、1922年 8月 以降、400名 の子ども
たちが、敦賀、こ上陸 し、大阪の看護婦寄宿舎に滞在、同年 8

月に神戸から、インド洋、スエズ運河、地中海、ロン ドンを

経由して帰国しましたc

日本に滞在中、子どもたちは、朝 6時に起床、洗面の後お

祈 りをし、7時に朝食、午前中は勉強し、午後は寄贈された
おもちゃで遊んだり町を見物したりし、夕食後、お祈 りをし
て午後 8時に就寝 しましたcま たこの間、病気やケガの治
療、衣服など身の周 りの品の提供を受けるなどして、帰国の

備えをしました。敦賀の人々もまた、入港の度に子どもたち
を温かく迎え入れ、小学校を解放し、食事や菓子果物を準備
してねぎらったのでしたc

※参考資料 古江孝治「人道の港 敦賀」(日 本海地誌調査

研究会 2007)     (近 江人幡教会 牧師 深見祥弘)
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会食

司会

開会点鐘

ワイズソング

点呼 会務報告

メネットアワー

講師

平田メネット

藪  会長

西川 書記

コースター作 り

南出 悦子様

20:00

20:45

20:55

21:00

ドライバータイム

YMCAの 歌

閉会点鐘

記録

岡田弥生ワイズ

藪  会長

塩貝 ワイズ

南出 悦子様のプロフィール

メネット事業で施設訪問しておりま

す武 田先生の大正琴仲間で十
[

マクラメ、かご作り、そしてバン作り

など、物作りが大好きな方です。

在籍者数    19 名

出席者数    14 名

メークアップ   0 名

出 席 率   73.6%
ニコニコ  10,000円

(算定会員 19名 )

累 計 20,000円
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大切な「不要不急」の活動

9月 に入りました。秋のこれからのシーズンは過ごしやすく様々な行事が計画されますが、この

3年間はコロナ禍の中で多くの行事が見送られてきました。緊急時の「不要不急は慎むべき」との

判断からです。「第 7波」は過去最多の感染者を記録 しています。 しかし、ここまで長期化すると各方面で我慢

の限界がきていることも確かなのでしょう。そうです、我慢の限界なのです。

ここに至って私たちは実感 しているのです。人生は 「不要不急で出来ている」ことを…。

私たちワイズメンズクラブや滋賀 Y:MCAも 可能な限り工夫を凝 らして行 うべき 「不要不急」の活動を行いは

じめています。8月 20日 (土)の納涼例会は当初の野外での開催ではなく (雨天の為ですが)、 アンドリュース

記念館で 「林 宏一びわこ部長公式訪問」として行いましたし、8月 27日 (土)に は滋賀 YMCAのみなさんと

一緒に「放課後学舎まちごとキッズベース まちごと夏祭 り」を自鳥町自治会館をお借 りして、無事に楽しく催す

ことができました。今年も「じゃがいもファンド」を行います し、西日本区各部の部会の日程も発表され、それ

ぞれへの参加を計画しています。市民クリスマスも 12月 17日 (上)に予定しています。ご奉仕くださるみなさ

まに感謝致します。

8月 20日 の納涼例会は水が浜での開催が気象状況の悪化を予測 して、急速アン ドリュース館 で

開会されました。またこの日はびわこ部長公式訪問日で、林部長、宮本書記、外海会計が参加され、

会員 15名 と共に集いました。安田ワイズの司会のもと、西宮の山口政紀ワイズの訃報に接 し、全

員で黙祷を致しました。 西川書記の点呼、びわこ部の 3名 の紹介、会務報告書に基づき 1項 目ずつ丁寧にされ

ましたc林びわこ部長から『健康と奉仕の関係』についてお話があり、『健康とは』身体的、精神的、社会的に三

つのすべての要素が揃った状態であること。自分が健康であると、仲間と楽しく社会活動ができ、人々を幸いに

することが出来るとの事。又支えられていることに感謝 して、積極的に事業に参加 してほしいとの要請でしたc

夕食は松本ワイズのお世話で、和か洋かの御馳走をいただきましたc「食後は皆で楽しく歌いましょう」と西川ワ

イズのギターの名演奏のもと「この道はいつか来た道」、「見上げてごらん夜の星」など懐メロを 9曲c特に「学

生時代」はみんなの声がはずみ、マスクをしながらも「浜辺の歌」も。 終 りは 「ね」の歌では、ず―っと一緒

に暖かくつき合っていたいね、ね、ね。一 と。ゲームアクションを隣りの 2人～ 3人でしましょうと。岡田弥生

ワイズの「テーマ」の指示のもと、「せ―ので○○」と2人がそれぞれワンアクションをする。2人が同じ動作で

あれば合格。運転手、こま、将棋、フェンシングなど工夫された動きと笑いの楽しいひとときでしたc岡 田弥生

さんの呼びかけで 「ウクライナ |こ 平和を_と 祈 りつ つ皆さんが編んで下さった毛糸の帽子 80板分を発送 し、イL

状の報告がありました。

ニコニコ募金のあと藪会長から感涙した映画 「さばかん」の紹介をいただき、閉会点鐘となりました。
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棟改装奉仕

毎年 6月 、キャンプ場オープンのため、びわこ部全員で風の谷キャンプ場整備作業を行って

います。その一環として、今年度、キャンプ場管理棟の改装を行いました。管理棟はキャンプ場

入口付近にある山小屋風建物で、キャンプ厨房・備品の管理や簡易宿泊に使用しており、これま

で煮炊きしたり食品を保管するが出来ませんでした。

この度、京都のホテルより色々な厨房設備を滋賀 YMCAが 寄贈を受け、その設

置工事を行ったものです。厨房設備は、流し、冷蔵庫、コンロ、調理台一の板壁は、

コンパネという合板材を使用の予定でしたが、コロナ禍の影響か 1,8m× 0.9mの

定尺品が 3倍以上に値上がりしていました。そこで使用条件等を加味して、フロ

ー リングに使用する廃材を利用し満足できる壁が完成 しました。色々な工夫をし

ながら、奉仕作業を行 うことも楽しみの一つだと感 じる時でした。

本工事は、本来の自然の中でのキャンブ生活の目的とは相反するものではあり

ますが、緊急時や衛生上の対策のため、子供達が安心してキャンプ体験ができる

事と思っていますc

作業は、西川 。持田。安田 及び 指導 i厨房設備ます六様 4名 2日 間で行い

ました、

DBC便 り 広島クラブ

近江人幡クラブの皆様こんにちは。 2018～ 2019に 続いて今年度の広島

クラブの会長を仰せつかりました山下晴基です。妻の裕子もメネット会長を務め

させていただきますcよ ろしくお願いいたします。

今回坂井広報委員長様から 〔「DBC便 り」としてメッセージを〕というご依頼

を受けまして、今秋開催予定の西中国部会並びにDBC懇 親会のPRも含めて皆

様にご挨拶をさせて頂きますc

少 し自己紹介をさせて頂きますc私は広島の地元の銀行を退職後、銀行の関連会社である証券会社、債権回

収会社などを経て現在福山市にある衛生検査会社 (今 コロナのPCR検査で大忙 しです)に勤務 してお りま

す。孫が 2人 、ヽて可愛くてしかたありませんc趣味という程のものはありませんが、約 10年前、定年後に夫婦

共通の何かがあった方が良tヽ とのア ドバイスを頂き、入会したのかワイズメンズクラブとテニススクールで

すcテ ニスは今では私よりも妻の方が上手かもしれません。

今まで、フイズ会員としてあまり熱心な会員 とは言えないままで現在に至ってお りますが、今秋の西中国部

会のホス トクラブとして部会およびDBCを 検討するなかで、今までのDBC活 動をあまり知らないことに気

付かされましたこそこで、現在従来の周年誌など目分なり|こ DBC交 流史を調べて分かったことが 2つありま

した( 1つ 目は、従来は今と比べて「]遠 分活動が盛んであったことc 2つ 目は、わが広島クラブは最近近江人幡

クラブからのおもてなしに十分なお返 しが出来ていないことです。 2015年 10月 と2022年 5月 (つい

この前ですね)のびわこ部会でのおもてなし|ま とても印象深く感銘を受けました。この場をお借 りして厚く御

礼申し上げますc時代劇で見たことがある水郷めぐりの風景や、びわ湖バレイでのリフ ト空中散歩など「楽し

かったねえ=と 今でも妻と話 しています。まさにおもてなしでした。

西中国部会は 10月 29日 に広島YMCAに て、DBC交 流会は翌日呉観光とお好み焼体験を計画してお りま

す。藪会長から要請のマツダスタジアムパーティルームでの試合観戦やバックヤー ドツアーはコロナ等で残念

ながら出来ませんが、いつか必ず企画 したいと考えておりますc何かとりとめのない内容のメッセージになっ

てしまいましたc今後も近江人幡クラブと広島クラブが仲良く発展していくことを願って慣れないパソコンを

開じます。ありがとうございましたc
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ウクライナヘ の帽子 のお礼

クラブ内で皆様のご協力によりに

取りまとめさせていただき送付致し

ましたところお礼状が参 りました。

去る二月二十四日ロシアがウクライナに侵攻 し

た事をニュースで知 り、両手や背中にわずかな着

替えを抱えた、寒さの中を歩く幼児の姿が心に焼

きつき、何かをしなければという思いで友人。知人

に、毛糸の帽子を編んでほしいと声をかけたとこ

ろ、皆さん快く編んで送って下さいました。北から

南まで 23名 の方々が編計 80枚になりました。こ

れを確実に届ける道を在 日ウクライナ大使館はじ

め処々の機関に打診 しましたが、政情不安定の許

大変困難でした。

7月 7日 にポーランドで難民支援に専念 している

ルーテル世界連盟の責任者宛てに発送することが

出来ました。

関わって下さったお一人お一人の皆様に心から

お礼申し上げます。

ウクライナの平和を !と 祈 りつつ・・・・

近江八幡ワイズメンズクラブの方々

ご協力有 り1難 うございました。皆さんが編んで

下さった帽子すてきでした。

〒194‐0212東京都町田市小山町 356905

星野 淑江様より

岡田 弥生  ―zνia4.NF"S 大黒 真佐実

サ マ ー キ ャ ン プ が 終 了 しま した

今年の夏は、コロナ渦ではありましたが、

かぜの谷キャンプ場での宿泊キャンプを行う

ことができました。ファミリーキャンプから3泊 の

キャンプまで、キャンプ場で川遊びやカメー、探検などかぜの

谷キャンプ場を満喫しました。

そして、今年からはキッチンがスタートl総主事改めコック

長とリーダー、そしてOB。 OGのリーダーがボランティアで食

事の提供を行い、子どもたちからも美味しいと評判でした。キ

ャンプ以外でもYMCAではネイティブ講師によるイングリッシ

ュサマーデープログラムや英語で絵本をよもう、子どもの HIP

HOPダンスなど様々なプログラムを行うことができました.今

年の夏はYMCAらしい姿が戻ってき、子どももリーダーも笑

顔で過ごすことができました。

あとがさ

夏の襲醐味は甲子園球場で行われ る全国高等学校野球選

手権です.今 年は春 Fう 選抜大会で準優勝であった郷土代表

(ア)近 江高校の優勝を期待いた し二したが、準決勝で下関国

際高校に惜 しくも敗退致 しま したに滋賀代表は古 くは強豪

校がひ しめく京滋大会や福滋大会を経て甲子園出場枠の狭

き門で した.た とえ農場 しても一回線大敗の厳 しい状況で

_た ■ヽ、:E年特 :■ 近江高校が甲子轟の常連校 とな り滋賀県

'‐ `′ レ1量 摯
=専

見ま したが、来年以降に期待するところです。
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◆誕生 日

浅岡 京子

峰  洋美

浅岡 徹夫

3日

9日

23日
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彦根クラブ第 1例会

彦根クラブ第 1例会
6日 火

滋賀蒲生野クラブ第 1例会

14日 高島クラブ第 1例会

14日
水

′ヽ幡クラブ役員会

15 日 本 長浜クラブ第 2例会

17 日 土

22日 木 彦根シャ トークラブ第 2例会
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近江人幡クラブ第 1例会
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