
2012 年 9月 1日発行

国際会長（ＩＰ） Philip Mathai（インド） 　 主題「世を照らす光となろう」 　  スローガン「恵みを愛もて分かち合おう」
アジア地域会長（ＡＰ） Oliver Wu（台湾）  主題「歳月は Y’sをワイズ（賢者）にする」　 スロ－ガン「行動が活力を呼び覚ます」
西日本区理事（ＲＤ） 成瀬晃三（名古屋クラブ） 主題「先頭に立ってワイズの光を輝かそう　クラブで、地域で、国際社会で」
瀬戸山陰部部長 福永君二 (米子クラブ )  主題「地域に根差し、タレントを活かして、社会の必要に応えよう」

会長：橋崎恵子　　直前会長：牧野圭輔　　副会長：新井みちる　英 和夫　　書記：三宅 敬　魚住美保（ブリテン）
会計：前田文夫　大道薫里・竹居洋子（ファンド）　 20 周年実行委員長：山水 満　　幹事：松崎 護　　連絡主事：八杉光春

　瀨戸山陰部部長を迎えて（姫路クラブとの合同例会報告）

先月の記録

その他ファンド（クラブ・YEEP・ニコニコ合計）
先月　￥　
累計　￥729,674

カンボジアファンド
先月　￥　
累計　￥470,619

出席記録（会員数 14名）
第二例会　　出席者 10名　　出席率　71.4％

今月の聖句
出席者： 米子クラブ　福永部長、近藤メン、野口メン、澄田メン、後藤メン
　 姫路クラブ　山本会長・神谷メン・岩崎メン・坂田メン・菅原メン・橋崎メン
　 姫路グローバル　橋崎会長・新井メン・魚住メン・大道メン・竹居メン・
　　　　　　　　　　　　　英メン・芳我メン・前田メン・三宅メン・山水メン
場　所： 清交クラブ「三日潮」
　　午後 7時定刻に山本会長（姫路）による開会点鐘で始まりました。
　福永部長（米子）に御挨拶をいただき、今年度部長方針「地域に根差し、タレント
を活かして社会の必要に応えよう」についての主旨説明をされました。「皆様が元気
で前向きに活動し続ければ、元気な瀬戸山陰部となり、ワイズの皆様と交流するこ
とで楽しいことを共有しましょう」と挨拶がありました。
　また、2000推進チーム 推進委員が阪田悦規メン（姫路）に委嘱され、福永部長
より委嘱状を手渡されました。これは、旧西部（六甲部・瀬戸山陰部・西中国部）
の推進委員として、西日本区を2000人にしようとがんばっておられます。瀬戸山
陰部も各クラブ15名以上になるよう宜しくお願いします。
　アピールで「第11 回瀬戸山陰部会・米子ワイズメンズクラブ15周年記念例会」の
案内がありました。（日時：2012年10月8日　場所：YMCA米子医療福祉専門学校）
　菅原メン（姫路）の乾杯により 2部の食事と交歓が始まりました。
　順番に自己紹介をし、和やかなひと時を過ごしました。
　午後9 時定刻に次期部長前田メン（姫路G）から閉会の御挨拶をいただき、無事合
同例会終了いたしました。準備をされた方々、米子クラブの方々遠くからご苦労様
でした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （ドライバー：山水）

9月29日　英メン
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9 月例会
   　ドライバー：前田メン　新井メン
　
第一例会（事務連絡会）
6日（木）19時～、セントラルビル

第二例会（次年度部会下見例会）
16日（日）17日（祝）、家島・いえしま荘

リーダー慰労会（姫路クラブ主催）
2日（日）17時～、姫路 YMCA太子キャンプ場

  箴言　第 18章　12

　人の心の高慢は破滅に先立ち
 

　謙遜は栄誉に先立つ
　　　　　　　　　　  （新井メン選）



日時：8月 2日（木）19時～　場所：セントラルビル屋上
出席者：橋崎メン　新井メン　竹居メン　前田メン　山水メン　魚住メン
ドライバー：橋崎メン　三宅メン　牧野メン

セントラルビル屋上での納涼事務会に、ゲストとして山水メネットと山本和夫ワイ
ズ（姫路クラブ）がご参加くださいました。事務会後には、涼風のなか、山水メンご
用意の冷たいアルコール＆ソフトドリンクと竹居メンご用意の美味しい料理、前田
メンお手持ちのギョーザをお腹いっぱい飲んで食べて、楽しく語り合いました。
☆７月の報告
　１．5日に事務会を開催。
　２．21 日の総会ではすべての議事が承認され、次年度の部会やクラブ20 周年行
　　　事についても楽しく話しあえた。
　３．14日の第一回評議会には 5人（橋崎会長・大道メン・竹居メン・前田メン・
　　　山水メン※三宅メンは急用でキャンセル）が EMC 研修会から参加。クラブ
　　　でも一度、会員増強について話し合いの時を持ちたい。
☆8月18日の姫路クラブとの合同例会＆部長公式訪問例会について協議
　１．橋崎会長・新井メン・大道メン・竹居メン・芳我メン・英メン・前田メン・
　　　三宅メン・山水メン・魚住メンの10 人が出席予定。姫路クラブ他と合わせ
　　　て 25人くらいになりそう。
　２．ゲストは呼ばず、部長の話と食事をしながらの情報交換を行う。
　３．食事は飲物別途で 3000円に。（クラブから 2000円支援）。
　４．部長へのお土産は用意せず、バナーを渡す。
☆9月の予定　
　１．次年度の部会のために 16 日（日）17 日（祝）に行う下見例会案を作成。　
　　→60～80名が会議できる場所をさがす。同じ所で宿泊できることが望ましい。
　２．姫路クラブ主催の姫路ＹＭＣＡリーダー慰労会は日程未定。今年は趣向を変
　　　えるとのこと。
　　（→後日、「9月 2日（日）17時～、YMCA太子キャンプ場にて」と連絡あり。）
☆10月の予定　
　１．8日（祝）に部会。兼米子クラブ 15周年記念例会なので、来年の参考にする。
　２．19 日は浅見ワイズ（社会保険労務士）にスピーカーを依頼予定。9月の事務
　　　会までに各自希望するスピーチのテーマを考える。
　３．19日の食事はコースにせず、お弁当に。
　４．28 日の姫路市国際交流フェスティバルは姫路 YMCA が不参加のため、クラ
　　　ブも不参加。
☆11月の予定　
　１．3日（祝）のじゃがいも販売は、ドライバーの三宅メン・英メンが数を集計し、
　　　お金をファンドの大道メン・竹居メンが担当する。
　２．カンボジアツアー（11月18 日～26 日）の壮行会は？　でも、準備会は必要
　　　なので、ドライバーが計画する。
☆12月の予定　
　１．21日の忘年例会はどこか良い会場を探す。
☆ブリテン担当より
　１．9月号「メンバー自己紹介」（山水メン・柳井メン）を山水メンに依頼。
　２．9月号「聖句」を新井メンに依頼。
☆橋崎会長より
　1.　大雨被害の阿蘇への支援について協議の結果、現地に行くことや物資を送る
　　　ことは難しいので、支援金を 30,000 円送ることに決めた。
　　→支援金を部でまとめるかクラブ独自で行うか、8月18 日の公式訪問時に部長
　　　と相談する。
　　（→相談の結果、クラブ独自で行うことに決定。）
　2.　理事通信
　　　①７月 1日現在で 1634名。会員増強が必要である。
　　　②7月 30日～8月 5日、国際ユースコンボケーション（IYC）が開催中。
　　→ワイズユースクラブ、姫路 -Y3 から 2名（会長：森本竜馬さん、橋崎真実さん）
　　　が参加。
　　（→8 月18 日の姫路クラブとの合同例会＆部長公式訪問例会時に、橋崎会長よ
　　　り参加者の声が報告された。）
　3.　メネット事業から、講演会実施についてのお知らせ。　
☆YMCA連絡
　1.　八杉さん欠席のため、文書にて。
　　　①8月 11日 12日　リーダーOBキャンプ
　　　②8月 31日　　　  クロージングファイヤー

　いつまでも暑い日が続きますが皆さんお元気でしょうか。夏は如何過
ごされたでしょうか。
　NPO法人姫路YMCAのメインプログラムの夏季太子キャンプには 7月
23日～ 8月30日の期間に 49団体1590人が参加しました。今年は 6月下
旬と 7月初旬の大雨の後、雨がほとんど降らず、気温が連日 33℃を越え
るとても暑い夏となりましたが、緑と大きな木が多いキャンプ場は日陰
もあり町の生活と比べると少し快適でした。毎日子どもたちを迎え、キャ
ンパーとの出会いを楽しみにデイキャンプが行われました。キャンパー
も豊かな自然の中で、大学生のリーダーを交え友達と一緒に、飯盒炊さ
んや様々な遊びにチャレンジしました。
　基本はグループワークです。何をどうするのかをグループの皆で話し
合い、決めて行きます。最初はリーダーが中心となって始まりますが、
そのうち子どもたちが積極的に関われるように配慮して進めます。リー
ダーと子どもたちの衝突やキャンパーどうしのいさかいもあり、リーダー
も悩むことが多いのですが、これも人間関係を育む為に必要な事として
受容していけるように、毎日のリーダーミーティングで話合います。
　YMCAは三つの「間」を提供すると言われます。すなわち「時間」「空間」
「仲間」ですが、キャンプだけでなく、家族や友人、そして自分が関わっ
ている全ての中で、この三つの「間」を育んでいけたらと願っています。
　「二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にい
るのである。」　　　　　　　　　　　    マタイによる福音書18章 20節
　スケジュール
　　９月  １日（土）～ 2日（日）　夏季太子キャンプ場　撤収ワーク
　　９月  ２日（日）　　　　　　　キャンプリーダー・ワイズ交流会
　　　　　　　　　　　　　　　　　（17時～太子キャンプ場）
　　９月  ８日（土）　　　　　　　デイキャンプ
　　９月  ９日（日）　　　　　　　リーダー全体ミーティング
　　９月 15日（土）　　　　　　　デイキャンプ
　　９月 16日（日）　　　　　　　里山プログラム
　　９月 22日（土）　　　　　　　デイキャンプ
　　９月 30日（日）　　　　　　　野外定例９月活動

　　　　　　　
9月総主事便り

8月第一例会（納涼事務会）報告

新井 みちる（あらい・みちる）
人生の先輩たちが、年齢を増すご
とに輝いておられるのを見て、自
分の為ではなく、まず、人の為に
何が出来るのかだけを求めていく
事なのだと、改めて思わされてい
る今日この頃です。
（なかなかできないのが歯がゆい
のですが…）

山水 満（やまみず・みつる）
学生時代は YMCA キャンプリー
ダー（現CTC 初代）をして卒業後
長らくYMCAとも遠のいていまし
た。姫路に二宮氏が総主事として
赴任されそれを機会にワイズに
チャーターメンバーとして入会、
国際大会・区大会に参加し色々な
知り合いがたくさんできました。
趣味はゴルフ（下手）。現在は月1
回ぐらいしか行けませんが。
5月に母が他界し、みなさんのお
世話になりました。お陰で、知り
合いではなく、よき友人がたくさ
んできました。
来年の部会・20周年皆さん宜しく
お願いします。

メンバー自己紹介

前田メンは 8月 16日が誕生日。
メンバーが寄せ書きしたメッ
セージカードが、橋崎会長より
贈られました。


