
今後の予定

８/21(水) 19:00 役員会        堀江宅

９/７(土) 11:00～第 24びわこ部会(H.ニューオウミ)

○７月出席状況
在籍者数  20 名 ゲスト   0 名
出席者数   16 名     メネット  1 名

メークアップ  3 名
出 席 率      95.0％          

○ニコニコ     11,000 円 累計 11,000 円

19-８-1

ＮＭ＆名美さんのプロフィール
コミュニティーカフェ・スマイルで春・秋のコンサートで

は大いに盛り上げておられる仲良し夫婦ユニットさんです。
そしてサポートメンバーとして、はらくまさんと奥さんの遊
亀(ゆうき）さんも出演してくれます。彼らは震災で飼い主
を失った「犬・猫」の保護とお世話をしている複数の NPO
法人に対してチャリティー活動としてコンサートを開催し、
オリジナル CD 売上金を全額寄付しておられ、来年 3 月 8
日で 4 回目になります。素晴らしい心こもった音楽を共に楽
しみましょう。
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国 際 会 長 主 題  Jennifer Jones (オーストラリア ) “Building today for better tomorrow” 「より良い明日のために今日を築く」

アジア会長主 題  田中博之   （日   本）  “Action” 「アクション」

西日本区理事主題 戸 所 岩 雄 （彦根シャトー） “風となれ、ひかりとなれ”

びわこ部長主 題     東 康 彦 （滋賀蒲生野） “メンバーよし、YMCA よし、クラブよし、そして社会に奉仕”                                   

会 長 主 題 太田美智代 （近江八幡）   “For you With you For happy life”

今月の聖句
「神である主は、東の方のエデンに園を設け、自ら形づく

った人をそこに置かれた。主なる神は、見るからに好ましく、
食べるのに良いものをもたらすあらゆる木を地に生えいでさ
せ、また園の中央には、命の木と善悪の知識の木とを生えい
でさせられた。（創世記 2－8・9）
主なる神が造られた野の生き物のうちで、最も賢いのは蛇で
あった。蛇は女に言った。「園のどの木からも食べてはいけ
ない、などと神は言われたのか。」女は蛇に答えた。「わた
したちは園の木の果実を食べてもよいのです。 でも、園の中
央に生えている木の果実だけは、食べてはいけない、触れて
もいけない、死んではいけないから、と神様はおっしゃいま
した。」蛇は女に言った。「決して死ぬことはない。それを
食べると、目が開け、神のように善悪を知るものとなること
を神はご存じなのだ。」      （創世記 3－1～5）

8 月 第１例会(納涼例会)
日 時 ：8月 24日（土） 17:00～

場 所 ：妹背の里 竜王町 0748-57-1819

          総合司会 藪 ワイズ

18:00   開会点鐘       太 田 会 長

    会長挨拶       太 田 会 長

ワイズソング    全   員

    点呼・ゲスト紹介   藪 書 記

    会務報告       

    部長公式訪問   東 部 長

部役員スピーチ

18:50 乾 杯     松岡元部長

バーベキュー・懇親

19:20 ライブタイム     ＮＭ＆名美さん

みんなで歌おう、踊ろう

20:00 キャンプファイヤーを囲んで歌と踊り

20:40 ドライバータイム   松本ワイズ

    ハピーバースデイ・アニバーサリー

    ニコニコ

21:00 ＹＭＣＡの歌              全   員

   閉会点鐘       太 田 会 長

    記念撮影        全   員

   記  録         持田ワイズ

日頃、我々は色々な誘惑を受ける。ダイエット中な

のにバイキングに負けたとか、フライディ的に失敗し

たとか色々な場面を想い描く。“自分は弱かった“と反

省することも多い。しかしこの箇所に出て来る蛇の誘

惑は巧妙である。真面目で、負けず嫌いで、完璧だと

うぬぼれている人間が引っかかる。ここで問題になる

のは、神が食べてはいけない、触れてもいけないと言

われる園の中央の果実である。蛇は女に、“神はどうし

て、こんなにこの果実にこだわられるのか？真意はわ

かるか？”と持ちかける。蛇は畳み掛ける。“内輪話を

すると、実は神は人間に、園の中央の果実を食べられ

ると、善悪の判断について、神のレベルに並ばれるの

を警戒して、こんなことを言っておられるのだ。”と。

蛇は女に言った。「決して死ぬことはない。それを食

べると、目が開け、神のように善悪を知るものとなる

ことを神はご存じなのだ。」女が見ると、その木はいか

にもおいしそうで、目を引き付け、賢くなるように唆

（そそのか）していた。（3－4～6）

こうして女は誘惑に負けるのである。善悪を判断す

ることは、悪いことではない。しかし神と同じよう

に・・、となると間違いである。この頃マスコミが“神

力”などと、有名タレントを持ち上げたりするが、ち

ょっと世界が違うような気がする。  
（堀江 宏）

強調月間 Youth Activities!

ユースの未来にワイズメンが描けるように、ＹＭＣ
Ａの活動を通じてあらゆる機会のユースの可能性に手
を差し伸べよう
   荒川恭次 Yサ事業主任（名古屋グランパス）

書  記  藪 秀 実

会  計  瀬 間 恭 子

監  事     持 田 和 夫

会  長  太 田 美 智 代

直前会長  安 田 博 彦

次期会長  藪 秀 実



近年、「蹴上」といえば孫を連れて行く「動物園」だと思

っているボクだったが、今回の西日本区大会はここが最寄駅

だった。そしてボクにとってはなんと初めての西日本区大会

の参加。妙に緊張しつつも、ある意味、慣れた改札を取りぬ

け、動物園とは違う方向に向かう。

安田会長と合流すべく、まずは京都市国際交流会館で待機

しながらランチカレーを食べ、読書に勤しむ。ワイズ関連の

会合は時間通りに「きっちり」終わる。（さすが！）上手く

安田会長と合流し、送迎バスで「ロームシアター京都」に。

お～、それなりに顔見知りのワイズメン「同志」のみなさん

と出会い、笑顔で挨拶と握手を交わすこの何とも言えない充

実感。（ボクも随分とワイズに馴染んできたなぁ～）。

プログラムは「圧巻」の内容。全クラブが壇上に集合する

「バナーセレモニー」に勇気づけられ、新チャータークラブ

（熊本五福クラブ、とやまクラブ）の紹介、DBC（京都 ZERO：

長浜）、IBC（台北 A-List：京都 TO BE）の締結調印式…。「毎

年、こんなにセレモニーが続くのか…」と驚きながらも、そ

の意味あいが理解できるボク自身に改めて「馴染んできたな

ぁ～」と喜びを感じる。

感動したのは、13 名のワイズメンの「メモリアル」。永年

続くボクたちの活動を支えられてきた先輩兄弟姉妹の召天

を覚えてのひと時には胸が熱くなった。

安田博彦

7月 20日 2019～2020年度キックオフ例会を執り行い

ました。いよいよ太田新会長の新しい船出であります。

定刻 19時西川ワイズの案内でキッチンライフの 9桝に

区分けされたかわいらしいお弁当を頂きました。

太田会長の開会点鐘は、控え目な音量でしたが、そ

の音色には秘められた会長としての決意を感じられ、

私たちの拍手にも力が入りました。その後、直前会長

から太田会長の胸にバッジ装着され、初仕事として浅

岡ワイズ及び峰ワイズの区お役目の委嘱状の紹介があ

りました。その後、平田ワイズ（藪書記欠席のため）

の点呼、そして、事業報告（安田直前会長）があり、

①8/3 びわこ部 ENC シンポジウムの参加者 5 名 ② 8

月納涼例会の案内（チラシ） ③9月から始まる 9つの

各部会の案内と参加者の決定（部会リス

ト） ④「ワイズ起こし運動」のスロー

ガン募集（チラシ）の案内がありました。

YMCA コーナーアワーでは、YMCA維持会員

25 年表彰で平田ワイズに立派な盾が授与

されました。

その後、会長新年度抱負として、主題

「For you With you For Happy life」に

基づき、楽しいワイズ活動・楽しい仲間

を目指し、特に、若い年代との交流イベ

ントを実施し次世代のワイズに繋げてい

くことを述べられました。また、A3 版の

事業計画書が配布され、具体的な活動計画が示され、

会員各自の 1 年間の計画とするよう促されました。瀬

間会計からは、前年の会計決算書（年間でプラス10 万

決算）及び今年度予算書（年間でマイナス 7 万予算）

の報告がありました。

久保田総主事からは、

YMCA の抱負として、現行

プログラムの今後の計

画及び将来の夢をプロ

ジェクターで語って頂

きました。学童やバス事

業は、大きな目では 子

供達やヤングの育成を視野に入れたミッションである

こと、また、将来は障がい者や外国人の受け入れにも

着手したいことなどを熱弁頂きました。

ドライバータイムは、松本ワイズ進行で、4名のバー

スデイが紹介され、ニコニコタイムに続き、最後 YMCA

の歌の後、閉会点鐘で終了となりました。

ウエスティン都ホテルでの懇親会にフェローシップアワー。

これは言うに及ばずワイズメン同志の本当に楽しく有意義な

時間。（御来賓に京都市の門川市長がこられていたのに驚い

た）。

2 日目は西日本区チャプレンの立野泰博牧師の司式による

聖日礼拝にはじまり、各部や主査報告、各種表彰、そして次

期理事等々の引き継ぎ式（びわこ部の戸所ワイズが理事に就

任）とこれも盛りだくさんの内容。（本当にめまぐるしい）。

閉会お開きの後は、場所を変え、お屋敷懐石店がんこ高瀬川

二条苑にて、我がクラブとの DBC 連友の西宮＆広島クラブと

の交流会。これも本当に楽しい。（甲子園球場での３クラブ「ベ

ースボール例会」は実現させたいなぁ～）

来年はいよいよ西日本区大会は「びわこ部」で主催するこ

とになる。すでに準備とアピールは始まっているが、しっか

りとサポートしたいと決意を新たにした大会だった。

しかし、大会を終えて一番感じ入ったことは、西日本区大

会は各クラブの活動の「ほんの一部のお披露目」でしかない

ということ。ワイズ活動とは、日々の各クラブの地味な活動

の積み重ねであり、それこそが「ワイズの生命線」であるこ

と痛感した。まずは、近江八幡クラブの活動を大切にして今

後も「ワイズ精神」を学び続けながら成長してゆきたいと願

うボクでした。ありがとうございました。

西日本区大会への参加者は安田会長、浅岡、池田、太田、岡

田、坂井、平田、堀江 宏、堀江芙美、松本、峰、藪の各ワイ

ズに浅岡、平田各メネットの 14名でした。

7 月キックオフ例会

19-8-2

第22回西日本区大会に参加して

藪 秀実



この度、伝統ある近江八幡ワイ

ズメンズクラブに入会させていた

だきました塩貝と申します。なに

ぶん若輩者でございます。人生の

先輩・ワイズの先輩の皆さまから

の御指導御鞭撻を賜り、少しずつでも成長できるよう頑張り

ますので、何卒よろしくお願いいたします。

ＹＭＣＡの活動を支援するワイズメンズクラブに入会でき

たことは、私にとって大きな喜びであります。

私は、小さなころからＹＭＣＡにお世話になりました。お

世話になるタイミングは思い返せば３回あったように思いま

す。ですのでＹＭＣＡとの出会いをお話しすることで、私の

入会に際しての自己紹介とさせていただきたいと思います。

まず１度目のＹＭＣＡとの出会いについて。両親のすすめ

で、小学校のころから、京都ＹＭＣＡ伏見桃山センターの野

外活動クラブ、京都南ＹＭＣＡの塾に通うこととなりました。

特に野外活動クラブで大学生リーダーや、クラブの仲間と過

ごした時間は、自分自身の成長につながりました。また、野

外活動クラブでの経験から「自分も大学生になったらリーダ

ーになりたい。」という憧れも生まれました。

次に２度目のＹＭＣＡとの出会いです。高校からの数年は

ＹＭＣＡとは疎遠となり、大学に入ってもＹＭＣＡのことは

すっかり忘れていました。しかしひょんなことからリーダー

の方とアルバイトを通じて知り合い、彦根ＹＭＣＡのリーダ

ーとして再びＹＭＣＡの門をくぐらせていただきました。当

時は「受験人口が多く、かつ就職氷河期」の時代であったた

めか、活動を続けることに迷いを感じていたリーダーが非常

に多い反面、子ども達（メンバー）と共に成長できるＹＭＣ

Ａの活動に喜びを感じていたリーダーが多かった印象です。

この頃、滋賀ＹＭＣＡ教育キャンプ場が開設され、リーダー

達でアイデアを出し合って「風の谷キャンプ場」「トトロのあ

しあと池」といったネーミングや「風の谷キャンプ場の歌」

を創りました。

最後に３度目のＹＭＣＡとの出会いです。リーダー卒業後、

年々ＹＭＣＡとの関わりが薄くなっていく中、彦根ＹＭＣＡ

が閉館し、寂しい思いが募っていました。そんな時、ひょん

なことから近江八幡ワイズメンズクラブの例会にお誘いをい

ただけました。ＹＭＣＡのためになにかささやかでもお手伝

いできることがないか、と常々考えていたものの、京都ＹＭ

ＣＡのジムに通うことくらいしか支援の術がなかった私にと

って、とても嬉しいお誘いでした。とはいえ正直入会には迷

いもありました。迷いの最中、仕事の異動が決まり、新しい

勤務先に赴任したところ、なんと会議室の傍に職場の先輩で

もあった「堤浩次ワイズ」のご家族が寄贈された絵画が飾ら

れていました。絵画の説明書きには、先輩ワイズが病の淵に

あってもなお、建設途上のこの施設のことを気にかけ、早く

治安の要の施設となることを気にかけられていたことなどが

記されていました。

どのような状況においても、真摯に仕事に向き合っておられ

た先輩ワイズを知ったことで、私もそのような人間に成長し

たい、そのためにせっかくお誘いいただいたワイズメンズク

ラブへの入会の機会を無駄にしたくないという思いが沸き上

がりました。

これまでのＹＭＣＡとの出会いが私を成長させてくれました

し、ＹＭＣＡの存在があったからこそ今の私がいます。出会

いは成長の糧であるとの気持ちを大切にワイズメンズクラブ

で活動させていただき、またＹＭＣＡの成長のお役に立ちた

いと考えております。 よろしくお願いいたします。

６月２９日滋賀県男女共同参画センターでびわこ部共同事
業「地域奉仕・環境事業」と「メネット事業」としての学び
のフォーラムが開催されました。
第１部 学びのフォーラム 子供の笑顔を育む取り組みを学
ぶ。遊べる学べる淡海子ども食堂は平成２７年の夏から始ま
り県内には１１８の子ども食堂が開設されています。子ども
食堂が大事にしている事はあったかいご飯を通じて人と人が
出会い、つながる垣根のない場所
１）子ども一人ひとりを大事にする場所として
２）子どもが遊びや学び通じて育まれる場をめざして、将棋・
勉強・生きていく事を教えてもらう
３）子どもを見守り育む地域の仲間づくり
４）さみしさやしんどさを抱える子どもが来れるように、こ
の人ならお話し出来る相談出来る目の前の子どもたちを大切
に出来る場に子ども食堂は地域の居場所。
・自分のことを知ってくれている大人がいることの安心感。
・お互いに知り合えるから何かあったときに声がかけあえる
関係づくり。
第２部  みんなでハーバーリュームを

最初に講師の吉見先生の説明があり
ました。初めにビンの中に入れる材料
選びます。作りかけたのですが私はセ
ンスが悪いのか思うようにいきません。
落ち込んでしまいました。男の方も皆
さんも凄く綺麗！皆さん夢中でされて
いました。楽しい有意義な時間を過ご
させて頂きました。ありがとうござい
ました。
参加者は 岡田、瀬間、八木各 Y’s
と浅岡メ、浅岡マ、平田メでした。

びわこ部部長の、年初

の行事として、各クラブ

例会を訪問し、抱負と方

針のご挨拶を行なわれ

ます。その時 2名の随行

者として、役員や主査が

同行することになって

います。

今回、7月 27 日草津ク

ラブ納涼例会が粟津ワイ

ズ宅で行われ、交流主査として同行しました。台風 6 号が近づ

く中、傘を差しながら、草津線路脇の道を歩いて粟津ワイズ宅

に到着。

簡単な例会プログラムの後、ビール乾杯・流しそうめん・

バーベキュー・ゆで卵でお腹を満足。その後は、スイカ割り・

花火など子供達向けの催しも大脇ワイズの進行で楽しめまし

た。参加者は会員の知り合いの家族も含め、子供達も 10 人ほ

ど、その他、草津クラブと親しいボランティア団体（福島被

災者受け入れ団体や子育て支援の団体など）の方々も参加さ

れ、草津クラブの外部への顔の広さに感心しました。約 40名

と賑やかな納涼会でした。

未来ある子どもたちに

継続的な愛とまごころを

新入会員の紹介

平田美代子

草津クラブ納涼例会

部長公式訪問同行

安田 博彦
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■YMCA 放課後学童保育「Y+」

      (ワイプラス) 9月入会受付中

4 月 1日より始めました学童保育「Y+」(ワイプラ

ス)の 9月入会の受付を行います。YMCA 会館 3階 4階

を専用スペースにいて学童保育を展開して、送迎バ

スも出して市内4小学校までのお迎えもしています。

特徴１＝送迎バスで 5 つの小学校にお迎えに行き

ます。

特徴２＝毎日の学習支援を行っています。宿題は

ちゃんとできたかな？わからないところはどこか

な？をわかるようにします。

特徴３＝学童保育の特典として無料で「英会話教

室」「ポルトガル語教室」「書道教室」を受講するこ

とができるようになっています。

     特徴４＝入退室お知らせシステム。子どもが YMCA

に来た時帰る時システムにカードをかざせば保護者

に入退室をメールでお知らせをするシステム。

特徴５＝イングリッシュネイティブスピーカーの

スタッフも加わって、英語が自然に耳から入る環境

を作ります。

＊人数はまだまだ余裕がありますので、お知り

合いがおられましたらおすすめください。

＜活動日＞

授業のある日： 放課後～午後７時 (平日)

  （午後７時３０分までの延長保育あり。別途費用。）

土曜日： 午前８時～午後５時３０分（午後６時ま

での延長保育あり。別途費用。）

授業のない日：午前８時～午後７時（午後７時 30

分までの延長保育あり。別途費用。

日曜祝日： お休み（学童保育はお休みですが、特

別活動（＊）を行うこともあります）

１２月２９日～１月４日は年末年始休み

■ワンフレーズピアノ・レッスン受付中♪

               （大人向け！）

基礎練習は省いて、ワンフレーズだけでいいからピ

アノをかっこよく弾きたい！

いつからでもスタートできるレッスンは全 9回！

はじめてピアノに触れる方でも大丈夫！

期 間：水曜日 時間は個別にご相談

費 用：月額 6,650 円(税別)×3か月

■学童保育スタッフ(有給)募集中

学童保育の運営をお手伝いただける保育スタッフ       

(フルタイム・パート)を募集しています。

詳しくは担当竹内までお尋ねください。

   

6月 22日京都市国際交流会館特別会議室で開催
された西日本区メネットアワーは、メネット事業
主任代理の遠藤典子さんの挨拶と事業報告で始
まり、司会の北村久美子さんより各事業主査の紹
介、支援金の報告がありました。続いて次期事業
主任への引継ぎ式、主査、事務局の紹介があり、
途中駆けつけた次期主任の大野勉さんが挨拶を
されました。各々のお役目ご苦労様です。

続いて天理市議会議員で精力的に社会福祉活
動をされている、奈良クラブの市本貴志さんによ
る「食を通した居場所づくりと地域福祉」と題し
た講演がありました。ご自身の経験から得られた
地域コミュニティと子育て支援の大切さを重視
され、食事が十分摂れていない子供たちのため、
また子供たちと地域を結ぶ居場所作りとして「子
供食堂」の開設を計画、その準備と協力を要請す
るため、各方面に呼びかけ、食材を寄付して頂け
る農家や企業を訪ね、一般の人にも広く理解して
もらうためにシンポジューム等も開催された。現
在では「フードバンク」も立ち上げ、家庭や企業
で余っている食材の寄付を呼びかけ「子供食堂」
に役立てているとの事。「子供食堂」は今では全
国的に広まり、“食事をとる事ができる”だけで
はなく、大人も子供も安心できる居場所であり、
多世代の交流場所として、スタッフにとっても楽
しくボランティアが出来る場所でもあると言う。
後日毎日新聞の記事によると「子供食堂」の数

が全国で昨年の 1.6 倍、3718 か所になり、その充
足率は滋賀県が沖縄に次いで全国 2 位の 52.5%と
の事。世界で一番物を捨てていると言われている
日本！食事が与えられてない子供達が沢山いる
現状を知り、私達も家庭で物や食材を無駄にして
ないか生活自体を見直さなければと反省しまし
た。メネットアワーの参加者は堀江夫妻、平田夫
妻、坂井ワイズ、浅岡メネットの 6名でした。

               暑中お見舞い申

        し上げます。 今期のブリテン

        編集は、堀江宏、持田、八木が

  担当します。宜しくお願い致します。   

久保田展史

Happy Anniversary！
該当者はありません

Happy Birthday！
８月 3日 岡 田 公 子 さん

   15 日 川 上 潔 さん
   20 日 八木ふよう さん

   21 日 西川みち子 さん

19-8-4

西日本区大会
メネットアワーに参加して

浅岡 京子

編集後記


