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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

　じゃがいも例会の報告

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 12名　　出席率　85.7％

今月の聖句

11 月 3日（祝）8時～、姫路中央青果市場
　出席者： 橋崎会長（15箱）・浅見メネット（8箱）・新井メン（10箱）・
　　　　　竹居メン（75箱）・英メン（5箱）・芳我メン（10箱）・
　　　　　 前田メン（30箱）・三宅メン（50箱）・柳井メン（2箱）・
　　　　　 魚住メン（5箱）・山水メネット（10箱）
　お届け： 大道メン（10箱）・松崎メン（10箱）

今年もジャガイモ販売が例会として開催されました。
昨年まではYMCAで荷降ろししてから会員が仕分けしましたが、今年は中央市
場での開催。少し場所がわかりにくかったのですが、荷下ろしの必要がなく、
フォークリフトで山中青果さんが小分けしてくれたので、とても楽チンでした。
じゃがいもは複数農家の生産なので、
今年も大きさや出来具合にバラツキ
があったと思いますが、それが収穫
物の良さではないかと思います。
合計 260 個、みなさんお買い上げあ
りがとうございました。この利益が
来年のカンボジアツアーのリーダー
補助の原資となります。 　　  （三宅） 

12月14日　山水メン
12月30日　三宅メン
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12 月例会
   　ドライバー：前田メン 魚住メン
　
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（忘年会）
21日（金）19時～、ハングリーアイ（姫路市二階町）

新約聖書 マタイによる福音書　2章 11～12節
家に入ってみると、幼子は母マリアと共にお
られた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の
箱を開けて、黄金、乳香、没薬を贈り物とし
て献げた。ところが、「ヘロデのところへ帰
るな」と夢でお告げがあったので、別の道を
通って自分たちの国へ帰って行った。
　　　　　　　　　　  　（三宅メン選）

2012～2013年度 会長主題
支えあい、 寄り添う仲間作り



日時：11月 10日（土）18時～　会場：セントラルビル
出席者：橋崎メン　新井メン　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　ツアー参加者ほか　
ドライバー：英メン　三宅メン

日時：11月 1日（木）19時～　会場：セントラルビル
出席者：橋崎メン　新井メン　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：英メン　三宅メン

☆10月の報告（ドライバー：橋崎メン・大道メン）
　１．4日（木）に事務会を開催。
　２．8日（祝）の部会兼米子クラブ 15周年記念例会に出席。
　　　→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。
　３．19日（金）に例会（三日潮にて浅見ワイズの「年金について」）。11人出席。
　４．28日（日）は姫路市国際交流フェスティバル。
　　　→姫路 YMCAは参加。クラブは参加せず、個人で参加・顔出しした。
☆11月の予定（ドライバー：三宅メン・英メン）
　１．1日（木）に 19時からセントラルビルで事務会。
　２．3日（祝）に例会扱いでジャガイモ販売。今年は中央市場に 8時集合。
　　　→一日で売り切る必要あり。ジャガイモ注文個数 260箱。1箱 2000円。
　３．18日（日）～26日（月）はカンボジア・ラオスツアー。
　　　→10日（土）にセントラルビルで 17時～準備会、18時～壮行会。
　　　　YMCAリーダー２人参加。
　　　→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）にセントラルビルで事務会。
　２．21日（金）に忘年例会。
　　　→会場を西二階町の「ハングリーアイ」に変更予定。
☆1月の予定（ドライバー：橋崎会長・新井メン）　
　１．10日（木）にセントラルビルで事務会。
　２．18日（金）に半期総会。会計・書記は資料を用意。
☆2月の予定（ドライバー：竹居メン・魚住メン）　
　１．7日（木）にセントラルビルで事務会。
　２．16日（土）に姫路カトリック教会で炊き出し。13時集合。
　　　→メニューは温かく野菜が摂れるものがいいので、豚汁は決定。
☆3月の予定（ドライバー：三宅メン・大道メン）　
　１．7日（木）にセントラルビルで事務会。
　２．16日（土）～17日（日）に仙台一泊強行ツアー。
　　　→航空券とホテルで 36,800 円。
　３．23日（土）に「こころ広畑」を訪問し、お茶会をする。
　　　→カップ＆ソーサーの用意や内容について検討が必要。
☆事務連絡・その他　
　１．次年度役員
　　　→会長：竹居メン、副会長：新井メン、ECM主査：大道メン、
　　　　メネット主査：橋崎メン※会長をしたら次の年に主査を担当するルール
　２．古切手は来年１月末が送付締切なので、各自で切っておく。
　３．クラブの古いHPはしばらくしたら閉鎖してもらう。
　４．20周年行事での講演・余興は家島の歴史・行事紹介などを検討中。
　５．来園の部の行事
　　　→評議会は①7月 27日（土）セントラル、②2月 11日（祝）まねき会館。
　　　　10時～分科会、11時～評議会、13時～懇親会
☆YMCA連絡（八杉総主事より）
　1.　11月 18日（日）16時～17時、街頭募金
　２．11月 24日（日）会員の集い
　３．11月 9日（金）、13日（火）、30日（金）わいわいサロン

11 月 事務連絡会 報告

カンボジア・ラオスツアーの報告

今年も行くカンボジアラオスはみがきツアー、11月26日の朝、
無事に帰国しました。
33 度の国から 13 度の国へ。20 度の温度差はなかなかのスリ
ル満点です。
 最近のデジタル技術はすごいもので、参加者の多田さんが、現
地でビデオを YouTube にアップしてくれました。
下記にアクセスしてみてくださいね。
http://www.youtube.com/watch?v=3lW8Vqu0F_M
 こちらは、カンボジアでしあわせならてをたたこう　です。
http://www.youtube.com/watch?v=TMRCjDvoMJ4&fea
ture=endscreen&NR=1
検索いただくとわかるように、カンボジアで他の団体も、この
歌を歌っているようですね。
 報告は、英先生、竹居さん、新井さんからもあると思いますが、
最近は、学校の先生方にはみがき指導いただくので、現地に根
付いてきたかなあと思います。
ただ、甘いものが村へはいってくるスピードはすさまじく、そ
れとの戦いでもあります。
 私はラオスへはじめて行きましたが、とてもよいところでした。

 　　　　　（三宅）

カンボジア・ラオスツアー壮行会

カンボジアラオスはみがきツアーの壮行会が行われ、栃木から
参加の村田さん夫妻、京都から参加の多田さんを除く全員が集
まり、事前の説明を受け、また打ち合わせをいたしました。
姫路グローバル
からは、今年も
参加費一人分が
参加する YMCA
リーダー二人に
支援金として贈
呈されました。

ツアー出発日のお見送り



魚住 美保（うおずみ・みほ）
2011年3月19日、大道さんと入会式を
開いていただきました。学生時代に熊本
YMCA で 2 度ほどキャンプリーダーを
経験し、姫路 YMCA では長女と二女が
チャイルドケアセンターにお世話になり
ました。クラブではクリスチャン語（？）
に戸惑うことがありますが、メンバーの
皆さんの奉仕の精神に感動しています。
クラブに名を連ねていられる限り、でき
るだけのことはしたいと思っているので
すが、担当のブリテン発行が毎回遅れて
しまい、月末と月初めは焦る日々です。

英 和夫（はなぶさ・かずお）
英 和夫　酉年です。血液型は B 型で、
友人たちは典型的な B 型だと言ってく
れます。いい意味なのでしょうか？
20年前からの、カンボジア歯ブラシ運
動に魅せられています。三宅さん、竹
居さん始め皆さんのおかげで、こんな
に続けることが出来ました。妻のバッ
クアップと、理解もあります。一番の
宝は、これによって出来た多くの友人
です。大切にしてゆきたいと思ってい
ます。本業の仕事は、次女に助けても
らいながら、ぼちぼちやっています。

メンバー自己紹介

カンボジアはみがき
ツアーに行って、ま
ず、子どもたちの明
るさに驚きました。
初めは近寄ってくる
子どもたちに言葉は
通じないしどうしよ
う…と思ったりもし
ましたが、歌や歯磨
きを通して、お互い
が笑顔になっていた気がします。歯磨きの指導をしているとき、歯がない子や
虫歯の子をたくさん見ました。歯磨きをしながら片手にお菓子を持っていたり、
学校にお菓子屋さんがあったりと驚く場面もたくさんありました。しかし、歯
ブラシで磨いているとき、子どもたちがとっても楽しそうに磨くので、私もう
れしくなり、とても楽しかったです。何よりも子どもたちの笑顔が最高でした。
この歯磨き指導をしたことによって、子どもたちに歯を磨くことの大切さが伝
わっていたらいいなと思います。　　　　　　　　　　眞殿　亜衣（ジェニー）

この一週間は本当にかけがえの
ない幸せな時間でした。私は20
歳になる前に何かこのツアーで
見つけたり成長することが出来
れば良いなと思い参加しました。
カンボジアやラオスの小学校に
行き言葉も分からなく、どうし
ようかと心配していましたが、
子ども達が純粋な目でとてもキ
ラキラした笑顔で近寄って来た
時、私もいつのまにか笑顔になっていて言葉は通じなくても笑顔と笑顔で通じ
合えるものがあるのかなと思いました。また、どんな環境でもどんな場所でも
子ども達の笑顔は変わらないとも思いました。
最初、子ども達の口の中を見た時、衝撃を受け悲しい気持ちになりました。今
まで見たこともないような虫歯や歯が溶けてしまっていたりと、絶対痛いはず
なのに、なんで痛い表情をせずこんなニコニコ笑っていられるのか、とても不
思議でした。歯を染色すると嬉しそうに歯を見せてきて、歯ブラシを渡すと熱
心に歯を磨いている姿がとても印象的でした。
私の出来ることは微力ですが、少しでもカンボジアやラオスの子ども達の力に
なりたいと思います。また参加出来る機会があれば是非参加したいです。ワイ
ズメンズクラブのみなさんには本当に一週間お世話になりました。素晴らしい
経験を本当にありがとうございました。  　　　　　　　　　　     （桐月美樹）

神は愛である。神はそのひとり子を世につかわし、彼によって私たちを
生きるようにして下さった。それによってわたしたちに対する神の愛が
明らかにされたのである。　　　  ヨハネの第 1の手紙 4章 8節～ 9節

　街々にはクリスマスツリーや様々なイルミネーションが点灯される季
節となりました。いよいよ12月です。今年は一年を振り返る間もないぐ
らいあわただしい毎日が続いています。衆議院が解散し、総選挙が12月
16日に実施されます。先行きの見えない原発問題、中国・韓国との領土
をめぐる摩擦、経済的には円高とデフレに加えて消費税増税、いじめや
児童虐待、自殺や孤独死等、このところの社会の流れは、何を信じて良
いか分からない世の中となりました。そのような中で今年もクリスマス
を迎えようとしています。そこで今回は改めてクリスマスの意味を考え
てみたいと思います。
 ご存知のようにクリスマスはイエスキリストの誕生を祝う日です。私た
ちは誰かから愛されることを感じとることによって生きる希望が生まれ
ます。神様が私たちひとり一人を愛して下さってイエス様を世に贈った
と聖書に記されています。神様から私たちへの愛のプレゼントです。ク
リスマスにプレゼントを贈る習慣はここに由来しています。またクリス
マスの象徴としてキャンドルサービスがありますが、暗闇に一点のとも
し火がともり、だんだんと広がって周りが明るくなっていく、このこと
は人間のもつ暗闇（孤独や絶望感）からの解放と希望を意味しています。
またクリスマスの季節は冬至に重なる時期で日照時間が一番短い日がだ
んだんと長くなる日に転換する時期でもあります。光が闇に勝ることを
象徴しています。私たちひとり一人は神様から愛されている存在です。
イエスキリストは病気の人や貧しい人、社会的に弱い立場の人と共に歩
まれました。私たちの周りにも孤独や病気の人、貧困や災害等で苦境の
中にいる人がいます。私たちひとり一人も弱い存在ですが、神様が示さ
れた愛を誰かに分かち合うことができたらと思います。
　私たちの心に愛の火をともし、少しでも周りが明るくなるようにしま
しょう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Merry Christmas ！ 
　
　11月活動報告
 ・11 月 18 日 ( 日 ) に JR 姫路駅前と山陽電車駅前で野外活動メンバー、
　リーダー、ワイズで街頭募金を行いました。50,407円が集まりました。
　1月末まで行っています。募金と合わせて日本 YMCA同盟の東日本震
　災支援と国際協力募金に使用します。
 ・11 月 18 日～ 26 日まで姫路グローバルワイズが中心となってカンボ
　ジア、ラオスへ歯磨き指導と交流を目的としたツアーが行われました。
 ・11 月 24 日 ( 土 ) に姫路 YMCA 会員の集いが姫路ワイズメンズクラ
　ブの協力のもとに実施されました。紅葉の中で散策、芋煮汁・BBQ、トー
　テンポール作りと会員の親睦を深め、トーテンポール３体が見事完成
　しました。
　スケジュール
　12月  1 日（土）　 姫路市保健所エイズキャンペーン
　　　　　　　　　　（13時 45分～14時 30分、山電姫路駅集合）
　12月  6 日（木）　 キャンプ場植樹（原森林組合協力事業）
　12月  8 日（土）　 YY サロン
　12月  9 日（日） 里山クラブ　クリスマスリース作り
　12月 14日（金） YY サロン
　　  ～17日（土）　　　　　　　
　12月 14日（金） スキーリーダー トレーニング（信州）
　　  ～17日（月）
　12月 22日（土）　 野外定例 12月活動
　　　　　　　　　　クリスマスコンサート
　　　　　　　　　　※福崎町エルデホール 15時～ハンドベルクラブ
　12月 27日（木） ハチ高原アドベンチャースキーキャンプ
　　  ～29日（土）　　　　　　　
　12月 31日（月）　 休館※年始は 1月 7日（月）
　 ～１月 5日（土）　 　　　　

＊冬・春プログラム募集中／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。

12 月総主事便りカンボジア・ラオスツアー 報告 （２）

桐月さん（左）と眞殿さんに、ツアー費用の補助金を手渡す会長


