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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

　瀨戸山陰部部会の報告

先月の記録

その他ファンド（クラブ・YEEP・ニコニコ合計）
先月　￥    2,000　※ニコニコ
累計　￥731,674

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

10 月 8日（祝）13時～17時、YMCA米子医療福祉専門学校
　出席者： 橋崎会長・新井メン・大道メン・竹居メン・前田メン・三宅メン・
　　　　　 山水メン
　　米子での瀬戸山陰部部会が無事盛大に行われました。
　約80名の参加者のもと、盛りだくさんの充実したプログラムでした。
　ＥＭＣをはじめとしたフォーラムや米子クラブ15周年のあゆみ、中学生高校
生の皆さんによるすがすがしく力強い「米子がいな太鼓」、ＹＭＣＡ医療福祉専
門学校の見学。特に安来市立病院の乗本業文氏のさまざまなデータから話され
た「福島原発事故の知られざる実態」は、原発事故の影響の大きさ、怖さを改
めて思い知らされました。
　参加された皆様、朝早くからお疲れ様でした。また行きも帰りも車を出して
くださり運転してくださった三宅さん、本当に有難うございました。おかげさ
まで、１台の車で７人がにぎやかにおしゃべりしながら行くことが出来ました。
　来年は姫路グローバルの番です。早速、前田次期部長が、来年の部会（10月
５日～６日）のアピールを力強くされました。ホストクラブとして、心構えと
準備を進めていきましょう。
　又、DBCを結んでいる東京山手クラブが同じく来年９月に60周年を迎えら
れる事がわかりました。このことも覚えておきたいと思います。　　　　（橋崎）
 

11月5日　八杉メン
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11 月例会
   　ドライバー：英メン 三宅メン
　
第一例会（事務連絡会）
1日（木）19時～、セントラルビル

第二例会（じゃがいも）
3日（土）8時～、姫路中央青果市場

カンボジアツアー壮行会
10日（土）18時、セントラルビル

コヘレト　3章 1 節

何事にも時があり天の出来事には
すべて定められた時がある。
　　　　　　　　　　  （前田メン選）

2012～2013年度 会長主題
支えあい、 寄り添う仲間作り

（引き続き、次のページに部会報告の補足があります）



瀨戸山陰部部会の報告（補足）

日時：10月 4日（木）19時～　会場：セントラルビル
出席者：橋崎メン　新井メン　大道メン　竹居メン　前田メン　三宅メン
　　　　山水メン　魚住メン　八杉総主事　
ドライバー：橋崎メン　大道メン

☆9月の報告（ドライバー：前田メン・新井メン）
　１．6日（木）に事務会を開催。
　２．16日（日）17日（祝）に来年の部会下見例会（宿泊施設調べ）。
　　　→橋崎会長（＋夫君）・竹居メン・前田メン・三宅メン・山水メン・
　　　　魚住メン（＋コメット）が出席。
　　　　先発隊が旅館志みず（映画「斜陽ロケ地」）で昼食。
　　　　宿泊はいえしま荘。→車でしか行けない。値段の割に料理が？
　　　　坊勢島みなと旅館は台風で行けず。
　　　　→29日（土）に橋崎会長（＋夫君）・前田メン（＋メネット）・山水メンが
　　　　　下見。→港から徒歩 5分。景色もいい。第一候補。
　３．2日（日）に姫路クラブ主催ワイズ・リーダー交流会が太子キャンプ場で開催。
☆10月の予定（ドライバー：橋崎メン・大道メン）
　１．4日（木）に事務会。
　２．8日（祝）に部会兼米子クラブ 15周年記念例会。
　　　→橋崎会長・三宅メン・山水メン（地域奉仕）、大道メン・前田メン（EMC）、
　　　　新井メン（ファンド）、竹居メン（メネット）。部会の前に（　）内のフォー
　　　　ラムに参加予定。※橋崎会長が当日からの参加に変更
　　　　①15周年のお祝い（10,000 円）
　　　　②バナーセレモニーがあるので、バナーとバナーを提げる竿を持参。
　　　　③大津イオンに 7時半集合。三宅メン運転の 7人乗りの車で往復。
　３．19日（金）に例会。三日潮で、浅見ワイズによる「年金について」。
　　　食事はお弁当。
　　　→橋崎会長（＋夫君）・浅見メン・新井メン・大道メン・竹居メン・前田メン・
　　　　三宅メン・山水メン・魚住メン・八杉総主事が出席予定。
　４．28日（日）は姫路市国際交流フェスティバル。
　　　→姫路 YMCAはリーダーによるゲーム、やきそばor うどんで参加。
　　　→クラブとしては参加しない。
☆11月の予定（ドライバー：三宅メン・英メン）　
　１．1日（木）に事務会。
　２．3日（祝）は例会扱いでジャガイモ販売。中央市場に8時集合。チラシ作成せず。
　　　→一日で売り切る必要あり。
　　　→ジャガイモ注文個数 250箱。
　　　→１箱 2,500 円。仕入れ値が大きく下がれば、値下げの可能性もあり。
　３．18日（日）～26日（月）はカンボジアツアー。
　　　→10日（土）17時～18時に準備会と壮行会をセントラルビルで行う。
　　　→協賛で、グローバルから全参加者15人に最低限保障の旅行保険をかける。
　　　　合計 30,000 円程度をクラブファンドから出費する。
☆12月の予定（ドライバー：前田メン・魚住メン）　
　１．6日（木）に事務会。
　２．21日（金）に忘年例会。会場は一泊で新舞子の「かもめ」を検討中。
☆その他　
　１．来年度の部会について
　　　→三宅メンより資料の提示（別紙参照）あり。
　　　　参加費 10,000 円で実施できる試算も。
　２．20周年事業について
☆ブリテン担当より
　１．11月号「メンバー自己紹介」の原稿を大道メンに依頼。
　２．11月号「聖句」を前田メンに依頼。
☆橋崎会長より
　1.　国際投票について
　　　→9月 7日に FXにて賛成投票を送信。
☆YMCA連絡
　1.　八杉さんより
　　　①総主事便り（クラブブリテン 10月号参照）
　　　②YMCAニュース（別紙参照）

10 月 事務連絡会 報告

◎地域奉仕委員会の報告／部会の前に午前11時より、地域奉仕、
EMC、ファンド、メネット、以上の各委員会が開催されました。
地域奉仕委員会（三宅・山水・橋崎メン参加）では、各クラブ
がいろいろされている地域奉仕活動の情報交換をしました。ま
た、ロールバックマラリアの蚊帳の実物も展示されました。（な
お、グローバルは来年３月の仙台支援一泊ツアーを継続実施予
定で、来年は部の行事として開催しますので、部内の各クラブ
に参加を呼びかけました。区にも補助金申請をします。若い人
たちをたくさん連れて行きたいなぁと思っています。）
◎部会／司会予定だった米子クラブ近藤メンが一週間前に病気
で倒れたらしく、準備が何かとたいへんだったようです。その
ためか、米子クラブ15周年の報告はあまり時間がなくて、少
し残念でした。 
◎DBC／米子のDBCである神戸クラブから11名も参加されて
いました。グローバルの来年の部会・20周年記念も、DBC か
らたくさん来ていただきたいものです。
◎懇親会／部会のあと、太鼓を聞いてから、懇親会になり、
PRタイムで、前田次期部長が来年の部会（坊勢島で一泊二日の
予定）をの案内をしました。部会での翌年の部会案内は、瀬戸
山陰部はじまって以来だと思います。「来年の部会は、なんと
一泊二日で一万円！」と連呼して、ジャパネット前田と呼ばれ
ていました。
◎閉会挨拶／前田次期部長が閉会挨拶をされました。酔ってい
たのかどうかわかりませんが、「米子クラブは北朝鮮にも近く、
地の利を生かした素晴らしいクラブです」と意味不明、いや、
不思議な挨拶が、みなさんにたいへん受けていました。
◎来年の部会／部会の前に委員会をするのは、便利かも知れま
せんが、とても忙しかったです。「来年は、部会だけにしましょ
う！」と前田次期部長と話しました。　　　　　　（書記：三宅）

◎メネット部会 雑感
　成瀬西日本区理事・メネット事業主任の野村さんも出席され
て開会されました。米子クラブの周年行事と重なり、参加者も
多く盛大でした。
　何度かメネット部会にも出席しましたが、メネット会の存在
しない当クラブとしては、事業も会のそれと同様になり、個人
的にはなんとも心もとない状況での出席でした。
　海外プロジェクト、国内プロジェクトに関しても、国際協会
としての提案もあり、むずかしい問題ではあると考えますが、
各クラブの係っているプログラムと関連づけて出来ないもの
か、そうすればメンバーの関わり方も身近になり、もっと熱く
なれるのではないか、例として、グローバルではカンボジアで
の歯ブラシ運動等を取り上げてくだされば意味ある働きが出来
るのではないかと提案させて頂きました。現在課題であるメン
バー減と共に、ある部分考え直さないと事業のみが多くて結局
は西日本全体の働きも弱体化するのではないのか、数年来理事
にも申し上げましたが、何の変化もみえない旨をも伝えました。
　しかし積極的に手作りのモノ、他の物品販売もされているク
ラブも多く、楽しく安心出来る報告も多々ありました。　（竹居）



大道 薫里（おおみち・かおり）
流されるまま入会して、もうす
ぐ 2 年を迎えようとしています。
難解な専門用語になかなか慣れ
ることができず「？」ということ
がよくあります。
普段は介護業界で機嫌よく働い
ています。ここ数年の目標が西
日本一有名なカッパ姿で走るラ
ンナーなので（走るカッパ嬢で自
称活躍中）、暑い夏も寒い冬もあ
ちこち走っています。
無理せず、できる範囲で頑張る
所存ですので、よろしくお願い
します。

竹居 洋子 （たけい・ようこ）
来期設立二十周年を数えます。私
にとって信じられない出来事で
す。食事会に誘われて三度ばかり
出席している間にチャーターメン
バーになっていました。個人的な
出来事で立ち止まった時が有りま
した。クラブ・西日本区のメンバー
に支えられて、今日まで在籍して
います。パラレルな事としてカン
ボジアツアーが私の支えとなって
います。健康な状態である限り、
他メンバーの迷惑？をもかえりみ
ず、西日本区メンバーのプレゼン
トのハブラシを持参したいと考え
ていますが…。

メンバー自己紹介

日時：10月 19日（金）19時～　会場：三日潮
出席者：橋崎会長（＋夫君）・浅見メン・新井メン・大道メン・竹居メン・
　　　　前田メン・三宅メン・山水メン・魚住メン・八杉総主事

カンボジアへ届ける歯ブラシが
たくさん到着しています（11 月
18 日出発）。ご寄付いただいた
皆様、ありがとうございます。

　10 月の例会は、社会保険
労務士である浅見正憲メンに
お話をしていただきました。
　ちょっと怖い出来事がきっ
かけで社会保険労務士の道を
目指すようになったこと、年
金制度の仕組み、労使訴訟に
ついてなど約１時間、熱弁を
振るわれました。
　新聞やテレビなど活字や映像からの情報ではなく、私たちが本当に知りたい
ことを、私たちにわかる言葉で説明して下さいました。現在年金の仕組みがど
んどん変化していっているのに、自分が知ろうとしなければ制度を有効に利用
できない危険性があることがよくわかりました。こんなに身近に年金や労使訴
訟について相談できる人物がいたことを心強く思わされたひとときでした。
　外部からのゲストのお話もいいですが、メンの中にもいろいろな職業や多様
な趣味を持っている人がおられ、メンの意外な側面を垣間見る事のできるこの
ような機会を設けていくのもいいと思いました。
　最後に個人的なことですが、10月に誕生日を迎えた私は、この日誕生日カー
ドを橋崎会長からいただきました。皆さんの心のこもった温かいメッセージ、
ありがとうございました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（大道）

　山々が紅葉し、自然は冬の支度に入りました。皆様お元気でしょうか。
　太子キャンプ場では 10 月 16 日（火）に自然に親しむ YY サロンが始
まり楽しいひと時を過ごしました。ぜひ皆様もお訪ね下さい。歓迎いた
します。また、10月21日(日)に野外活動クラブの運動会を行いました。
通常の活動はチャレンジクラブ ( 年中～小学 2 年生 )、アドベンチャー
クラブ ( 小学 3 年～小学 6 年生 )、のびのびゆうゆうクラブ ( 発達障が
い小学～高校生 ) の 3 グループに分かれ、それにジュニアリーダー ( 中
学～高校生 ) が若干名加わって活動をしています。10 月は運動会という
ことで、普段の活動グループではなく、それぞれを 2 つのグループに分
けて行いました。運動会ということもあって、年齢を超えて応援し、協
力する姿が印象的でした。なかでも日頃、人と関わることの苦手な発達
障がいのメンバーも積極的に関わり、協力している姿を見ることができ
ました。人は人との関わりの中で育つということが云われますが、今ま
でとは違ったメンバーの姿を見ることができ嬉しく思いました。また、
月末の 10 月 28 日（日）には姫路市国際交流フェスティバルが大手前公
園において行われ姫路 YMCA として参加しました。このフェスティバ
ルでは新井さん阪田さん橋崎さん前田さん等のワイズメンズクラブの方
が本部役員として大きな役割を担われています。YMCAも会員有志、リー
ダー、姫路ワイズメンズクラブ、職員が参加しました。フェスティバル
ではみんなが一丸となって参加者に呼び掛け、交流を深め地域に YMCA
の存在をアピールする良い機会となりました。この収益金は日本 YMCA
同盟を通じて東日本大震災や国際協力募金に使用されます。
　11 月も引き続き上記の目的のため募金活動を行います。また、NPO
法人姫路 YMCA になって初めての会員の集い ( 姫路ワイズメンズクラブ
協賛 )を行い晩秋の一日を会員同士の交流を深めたいと思います。また
例年行っている第 20 回目のカンボジアスタディツアーが姫路グローバ
ルワイズメンズクラブの方が中心となって実施されます。一つ一つの行
事が、周囲と世界に思いを馳せ「共に生きる」活動に繋がりますようこ
ころより願っています。
　「主にあってみんな一つ」ヨハネによる福音書 17：21
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　姫路 YMCA旧会館礎石より
　スケジュール
　11月  ３日（土）　 天満子ども会デイキャンプ
　11月  ９日（金）　 YY サロン（13時～16時、太子キャンプ場）
　11月 10日（土）　 姫路Ｇワイズ カンボジア準備・壮行会
　　　　　　　　　  （18時～、セントラルマイクロメーション）
　11月 11日（日） 里山クラブ 11月活動
　11月 11日（日） 世界 YM/YW合同祈祷週「暴力に勝利はない」
　　  ～17日（土）　　　　　　　
　11月 13日（火）　 YY サロン（13時～16時、太子キャンプ場）
　11月 18日（日）　 野外定例 11月活動
　　　　　　　　　  街頭募金（16時～17時）
　　　　　　　　　　※15時 45分山陽電車姫路駅前集合
　　　～26日（日） 姫路Ｇワイズ カンボジアスタディツアー
　11月 24日（土） 会員の集い（姫路ワイズ協力）
　11月 25日（日） リーダートレーニング座学
　11月 30日（金）　 YY サロン（13時～16時、太子キャンプ場）
＊冬・春プログラム募集／お知り合いの方で希望される方がいらっしゃ
いましたら是非ご紹介ください。

11 月総主事便り

10月 例会 報告

10月例会時、10月9日に誕生日
を迎えた大道メンに、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。


