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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

　忘年例会の報告

先月の記録

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

カンボジアファンド
先月 ー￥260,000　
累計 　￥210,619

出席記録（会員数 14名）
第二例会　　出席者 11名　　出席率　78.6％

今月の聖句

12月 21日（金）18時半～　会場：本格タイ料理レストラン「ハングリー・アイ」
　出席者： 橋崎会長・新井メン・魚住メン・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・八杉メン（11名）
　ドライバー： 前田メン・魚住メン
　　今年の忘年例会は18時半開始でしたが、雨のせいもあってメンバーが揃わず、
かなり回って始まりました。（やはり19時開始が妥当？）
　前田メンの司会で、会長あいさつの後、乾杯。タイスキのコースを味わいながら、
バースデイカードの贈呈、メンバー全員による一言、オークションなどで大いに
盛り上がり、21時半すぎにお開きとなりました。若者の会と勘違いしたお店が野
菜より肉を多めに用意していたそうですが、肉はもちろん野菜類も食べきれなかっ
たのが心残りでした。（皆さん少食ですね。飲み過ぎで入らなかったのかな？）
　宴会中、今年度の国際投票で問わ
れている国際憲法改正のうち、組織
の名称変更（「ワイズメンズクラブ国
際協会」→「Ｙクラブ国際協会」への変
更）について話し合いました。「讀賣
新聞が〝わいず倶楽部〟という名称を
使っている」「反対」との意見もあり
ましたが、多数決で賛成票を投じる
ことになりました。
　来月はクラブの半
期総会があり、３月
には初めての福祉施
設訪問も予定されて
います。来年も和気
あいあいとしたクラ
ブ活動になりそうな
予感を抱いた楽しい
忘年例会でした。
（ドライバー：魚住）

1月10日　魚住メン
1月18日　芳我メン
1月25日　新井メン
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1 月例会
   　ドライバー：新井メン 橋崎メン
　
第一例会（事務連絡会）
10日（木）19時～、セントラルビル

第二例会（半期総会）
18日（金）19時～、清交倶楽部（姫路商工会議所内）

エフェソの信徒への手紙 第４章 8 節

あなたがたは、以前には暗闇でしたが、
今は主に結ばれて、光となっています。
光の子として歩みなさい。
　　　　　　　　　　    （芳我メン選）

2012～2013年度 会長主題
支えあい、 寄り添う仲間作り



日時：12月 6日（木）19時～　場所：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：前田メン　魚住メン

☆11月の報告（ドライバー：三宅メン・英メン）
　１．1日（木）に事務会を開催。
　２．3日（土・祝）ジャガイモ販売※例会扱い。
　　　→260個注文（1箱2000円）。今年は中央市場で一日で売り切った。
　　　浅見メン 8、新井メン 10、魚住メン 5、大道メン 10、竹居メン 75、
　　　橋崎メン 15、英メン 5、芳我メン 10、前田メン 30、松崎メン 10、
　　　三宅メン 50、柳井メン 2、山水メン 10、八杉メン 20
　２．カンボジア・ラオスツアー（11月 18日～26日）
　　　英メン・竹居メン・新井メン・三宅メン参加。
　　　→無事に終了。YMCAリーダー２人参加
☆12月の予定（ドライバー：前田メン・魚住メン）
　１．6日（木）に事務会を開催。
　２．21日（金）にタイ料理店にて忘年例会。
　　　リーダー２人にも声をかけてみる。ムリなら１月に誘う。
　　　開始を 18時半に早める。
☆1月の予定（ドライバー：橋崎メン・新井メン）　
　１．10日（木）に事務会。
　２．18日（金）に半期総会。会計・書記は資料用意。
　　　会場を三日潮から商工会議所・清交倶楽部に変更する。
　　　総会後、カンボジア・ラオスツアーの写真を見せていただく。
☆2月の予定　
　１．7日（木）に事務会。
　２．16日（土）に炊き出し。13時集合。
　　　残った料理を持ち帰りできるような袋を用意する。
☆3月の予定（ドライバー：三宅メン・大道メン）　
　１．7日（木）に事務会。
　２．16日（土）～17日（日）に仙台一泊ツアー。
　　　航空券とホテルで 36,800 円。
　　　仙台一泊ツアーを部の行事として PRする予定。
　３．23日（土）に例会：こころ広畑を訪問し、お茶会をする。
　　　内容は検討が必要。
☆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、EMC主査：大道メン、
　　　メネット主査：橋崎メン
　２．古切手
　　　１月中に持参ください。
　３．ファンドのお願い
　　　ファンド担当（竹居メン・大道メン）からしていただく。
☆YMCA連絡（八杉メンより）
　１．東日本大震災支援募金と国際協力募金
　　　11月 18日に街頭募金を実施。50,407 円集まった。
　　　目標 20万円で、１月末まで募金を実施中。
　２．会員登録について
　　　現在 90名。認定NPO法人を目指して奮闘中。
　　　会費未納の方は至急お納めください。
　３．YMCAの活動について
　　　今年のキャンプ場の利用者は 2,150 名で、目標達成。
　　　現在スキーキャンプなど冬・春プログラムを募集中。
　３．カンボジア・ラオス歯磨き指導ツアー
　　　桐月美樹、眞殿亜衣のリーダー２名が参加させていただき感謝。
☆次年度計画
　1.　部会の日程がびわこ部と重なっている。
　　　→びわこ部が一日遅らせることができるか依頼した。
　　　　ムリならこちらの日程を一週間遅らせる。

　蛇のように賢く、鳩のように素直になりなさい。マタイによる福音書 10章 16節

　明けましておめでとうございます。2012年の世相を1字で表す漢字は金環日食、
ロンドンオリンピック、山中教授のノーベル賞にちなんで「金」でしたが、私個人
としては「再」という字が思い浮かびました。3 月に財団法人から NPO 法人に組
織変更して再スタートとなりました。また、私自身ですが 6 月に大腸がんで手術を
しましたが健康に恵まれて再び復帰ができたこと。また活動の上で再び若いリー
ダー諸君と一緒に現場に立てたこと等。過ぐる 1 年、皆様のお支えにより活動がで
きた恵を感謝します。
　日本の社会は年末に大きな変化がありました。総選挙で安倍氏率いる自民党が大
勝し、「日本を取り戻す。」をスローガンに、憲法の改正、国防軍への名称変更、原
発の続行等、政治の右傾化が懸念されます。日本の平和と安全な暮らしを願っての
政治、決して力では解決はしません。聖書に「平和をつくり出す人々はさいわいで
ある。」（マタイによる福音書 5 章 9 節）と記されていますが、平和は人任せに待っ
ていて実現するものではありません。一人ひとりが知恵を合わせ周囲の人、そして
世界の人と連帯して作り出すものです。姫路ＹＭＣＡは周囲の人と、また世界の人
と共に生きて行くよりよい社会の実現にむけて、努力を積み重ねて行く所存です。
とりわけ東日本大震災の復興に向けて、また子どもたちのいのちが輝くように小さ
な努力ですが続けて行きたいと思います。
　さて、今年は巳年です。創世記3:1に「野の生き物の中で最も賢いのは蛇であった」
と書かれています。その賢さを利用して、蛇はアダムたちを誘惑しました。そのた
め「蛇のように賢く」と言われると、何だか ｢ずる賢い」ようで、良い感じがしません。
でも「賢い」とは「分別がある、思慮深い」と言う意味です。私たちも分別を持っ
て行動し、鳩のように素直な心を持って様々な事柄に対応して行きたいと思います。
　本年が皆様にとって、良き年となるようにお祈りします。
　スケジュール
　1月 11日（金）　YYサロン
　1月 12日（土）　1日スキー①、スノーキッズキャンプ①
　1月 14日（祝）　里山クラブもちつき
　1月 16日（水）　常議員会
　1月 19日（土）　1日スキー②、スノーキッズキャンプ②（野外定例活動 1月活動）
　1月 20日（日）　太子キャンプ場創立 40周年委員会
　　　　　　　　　（15：00～17：00太子キャンプ場）
　1月 25日（金）　YYサロン

1 月総主事便り

12月第一例会（事務連絡会）報告

八杉 光春（やすぎ・みつはる）
自分では若いつもりでいましたが
今年還暦を迎え、ジィージになり
ました。
大学生時にYMCAの野外活動リー
ダーになり YMCA とはそれ以来
の付き合いで42年になります。
姫路グローバルワイズのチャー
ターメンバーの一人です。皆様か
らいろいろなお支えをいただき、
それが活力となっています。
最近の趣味は家庭菜園です。
今後とも宜しくお願いします。

芳我 秀一（はが・しゅういち）
姫路グローバルワイズのチャプレンをしていま
す。わたしは、聖公会の姫路顕栄教会および鳥
取聖ルカ教会の牧師です。また教会付属の聖ミ
カエル広畑幼稚園のチャプレンも兼任していま
す。毎日、幼稚園の子供達の元気な声を聞きな
がら生活できることを感謝しています。普段は
姫路顕栄教会内に定住していますが、毎月、数
回にわたり鳥取の教会で礼拝を守ります。
家族は子供五人と家内一人の七人家族です。上
の二人は大学生で、阪神地区まで通っています。
その次は双子の姉妹で高校二年生です。最後は
中学一年の男の子ですが、毎日、野球部で球拾
いに没頭しています。この子だけは毎日「ゲー
ムを止めて、勉強しろよ」と言うのが口癖にな
りました。
以上、簡単ですが、我が家の紹介をいたしまし
た。チャプレンとして十分な働きは出来ません
が、出来る限り協力して参りたいと思います。

メンバー自己紹介


