
 

 

 

２０１９－２０２０年度     

-----------------------------主   題------------------------------ 

国際会長   「より良い明日のために今日を築く」 

アジア会長  「アクション！」 

西日本区理事 「風となれ、ひかりとなれ」 
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びわこ部部長主題 「ワイズよし、ＹＭＣＡよし、クラブよし、そして社会に奉仕」 

 

今期を振り返って           びわこ部部長 東 康彦（滋賀蒲生野クラブ） 

スタート直後、９月にびわこ部会を開催し、各地より多くのメンバーのご

参加を頂きました。部長主題に「メンバーよし、ＹＭＣＡよし、クラブよ

し、そして社会に奉仕」掲げ、近江商人博物館学芸員 上平千恵氏をお迎え

し、「近江商人の三方よし」と題してご講演をいただきました。ご参加下さっ

た皆様にびわこ部ワイズメンバーの心意気を分っていただけたのではと思っ

ています。  

 びわこ部の長年の念願であった湖西に新しいクラブが誕生しました。新生ワイズ起こし運動リ

ーダーの松岡委員長、２００推進委員会、長浜クラブのご協力の下、びわこ部のメンバー全員で

取り組みました。スポンサーである長浜クラブのメンバーで高島市ご出身の栗本ワイズを中心に

地域フォーラムを開催し、各種団体の方々と話し合う機会を何度も何度も作り地道に進めてまい

りました。新生「高島ワイズメンズクラブ」は２月２９日に奥琵琶湖マキノグランドパークホテ

ルにて設立総会を開催し、新型コロナウイルスによる緊急事態宣言、自粛要請の中、チャーター

ナイトを５月２３日に開催し、「伝達式」のみ挙行させて頂きました。高島クラブのメンバーは

１２名で７月より本格的に活動を始めてまいりますのでメンバー皆様のご支援、ご協力をお願い

申し上げます。   

 ＹＭＣＡとの共働においては、恒例の風の谷キャンプ場の整備ワークをびわこ部メンバーの参

加のもと、楽しく終えることが出来ました。また、台風１５・１９号の災害支援のおいては、Ｙ

ＭＣＡの職員、各クラブ有志の方々と街頭募金活動を５か所で行い多くの方からご協力を頂くこ

とが出来ました。  

 クラブ間の交流事業では、他クラブへの例会訪問を推進し、メンバー同志の交流を深めて頂き

ました。ＥＭＣ事業においては、外海主査を中心に成長を続ける京都部の牧野ＥＭＣ事業主任を

お招きしご講演いただきました。今期は長浜、近江八幡、滋賀蒲生野の３クラブに新しいメンバ

ーを迎えることが出来ましたが、残念ながら退会者もあり、大きな増強にはなりませんでした。

地域奉仕においては、ワイズデ―に各クラブから参加を集い近江八幡の湖岸清掃を実施。  

 

 



 後半の事業に関しましては新型コロナウイルス感染拡大により事業計画を大きく変更せざるを

得ず、活動をすることが出来なくなりました。交流事業では、ホテルニューオウミにて、びわこ

部メンバーで新年交流会を開催し新しい年のスタートを切りました。  

 最後になりますが、びわこ部のメンバーはいつも地域の事、ＹＭＣＡの事、メンバーの事を大

切にして頑張って頂きました。メンバーの皆様、ご協力有難うございました。 

 

 

今期を振り返って            直前びわこ部長 池田政弘（草津クラブ） 

 

あっという間の 1 年でした。 今期のびわこ部は、ワイズ起こし運動と連動

した新クラブの設立の開始とともに、西日本区大会のホストとして全メンバー

一丸となってこの事業を成功させるという重責の中、大きな緊張感を持って船

出したのを覚えています。しかしながら、今年度に入り新型コロナウイルスと

いう感染症拡大に伴い、これまで経験したことのない緊急事態宣言まで発令さ

れ世の中のすべての日常活動が一変してしまい、ひたすら巣籠り生活に耐える

半年となってしまいました。そして、この人類を脅かす感染症パンデミックの発生はこれから

の私達に新しい生活様式への移行を強いるものとなりました。このことは、私達ワイズメンズ

クラブの今後の在り方や活動の在り方などについても新しい目的、目標そして運営方式などを

真剣な検討を促しているように思えます。１年間ありがとうございました。 

 

一年を振り返って！ 
びわこ部ワイズ起こし運動リーダー  松岡 義隆(長浜クラブ) 

  

今期の、びわこ部ワイズ起こし運動は、基本構想の１つである“会員増強推進

に向けた「新クラブの設立」”を目指すことでした。 

実働部隊を中心にびわこ部・６クラブが一丸となって、この運動の普及推進

に努め、新クラブ設立に向けた基盤強化の活動を展開できたことが、長年の夢

である「びわ湖ネックレス構想」の実現につながりました。 

２０２０年２月２９日（土）、奥琵琶湖マキノグランドパークホテルで、新クラブメンバー候

補１２名が集い、高島ワイズメンズクラブ設立総会を実施。長浜ワイズメンズクラブの栗本美

清ワイズが、初代会長として承認されました。 



びわこ部７番目のクラブとして国際協会に登録申請を行い、新クラブがいよいよ始動です。 

２０２０年は新型コロナ（ＣＯＶＩＤ-19）感染という未曽有の状況下でのスタートでしたが、

緊急事態宣言解除後の５月２３日（土）、国際協会より届けられた加盟認証状を、戸所西日本区

理事から高島ワイズメンズクラブに伝達することができました（チャーターナイト）。              

びわこ部の役員の皆さまワイズ起こし運動・実働部隊・準備委員会の皆様には、本当にお世

話になり心より感謝申し上げます。 

次期は、基本構想の２つ目を実現できるよう努めてまいります。 

最後に、ワイズメンズクラブの基本精神である愛と奉仕の精神で、高島クラブをびわこ全体

で支えて戴くよう節にお願い致します。 

     

      

 

 

 

 

 

 

 

今期を振り返って          連絡主事 久保田 博史（滋賀ＹＭＣＡ総主事） 

 

今期もびわこ部ワイズメンズクラブの皆様方に多くのご支援を頂きましたこ

とに感謝申し上げます。また２０１９年度より滋賀ＹＭＣＡは久保田が新総主

事として祝部前総主事よりのバトンを受け新たな取り組みを開始しました。 

７月２９日に滋賀県より旅行業の認可を受け、８月末に登録票を掲げ正式に

ＹＭＣＡが旅行業をスタートすることとなりました。２０１９年４月より民間

学童保育事業を立ち上げ、８月にはレギュラー会員７名に加えて夏休み特別会

員が２６名申し込み、最大３３名のプログラムとなり、連日本館に子ども達の声が響きわたりま

した。 

９月に台風１５号･１９号が関東を中心に大きな被害をもたらし、１１月２日には、これらの

被災地支援のためにびわこ部６クラブのメンバーを含む会員による街頭募金を実施しました。 

新たな事業として「日本語」と「福祉旅行」のプロジェクトを立ち上げ開始準備を行い、ま

た、滋賀医科大学付属病院小児病棟を訪問する「病院訪問プログラム」を計画し、病院側との打

ち合わせを行い４月からの実施依頼をいただきましたがコロナウイルス感染予防のために開始を

延期しています。日本語・福祉旅行もコロナウイルスのために事業を停止していいます。 

１２月に京都ＹＭＣＡと合同でスキーリーダートレーニングを志賀高原にて行い、引き続き合

同でスキーキャンプを行い無事終了した。 

新型コロナウイルス感染の拡大により、３月～５月末まで事業を休止し、その間は学童保育を 

朝から開所し５月末まで毎日朝から夜までの預かりを行いましたが、６月よりすべての事業を再

開しています。 



「一年のお礼と感謝」      Ｙサ・ユース事業主査 河越 尚博（長浜クラブ） 

 

２０２０年、新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより世界中の人々

が恐怖と不安の中での生活を余儀なくされ、国内でも緊急事態宣言によりそれ

は益々深刻なものとなりました。そして、ワイズメンズの活動も多大なる影響

を受け、各クラブの例会も自粛となり、西日本区大会も中止せざるを得ない事

態となってしまいました。そんな中、本年度は昨年６月３０日に、びわこ部各

クラブの皆様がお集まり下さり、雨天の中キャンプ場ワークにご尽力いただき

ましたこと、万謝の念に堪えません。 

ＹＹＹフォーラムにつきましては、皆様からの多大なるご協力をいただきながらも、コロナウ

イルスの影響を受け、大変残念ではございますが開催には至りませんでした。びわこ部の各メン

バーの皆様にはご迷惑をお掛け致しました事、深くお詫び申し上げます。 

コロナ禍のもとで、日常の〝当たり前〟の大切さや、人と人との交わりの大切さを感じること

で、ワイズメンズの活動意義を改めて考える時間となりました。この想いを今後の活動に活かす

べく益々精進して参りたいと思っております。コロナウイルスの早期なる収束を願いまして、face 

to faceでまた元気なワイズメンズの皆様とお会い出来る日を楽しみにしています。 

一年間、本当にありがとうございました。 

 

1 年を振り返って         地域奉仕・環境事業主査 中山 博文（草津クラブ） 

 

 今期、地域奉仕・環境事業主査を拝命し、当事業主題’マザーレイク琵琶湖

ファースト’と題して、私なりに活動をさせて頂きました。また、今期、西日

本区地域奉仕・環境事業主任の渡壁十郎主任（長浜クラブ）が掲げる、ＳＤＧ

ｓ（持続可能な開発目標）１７項目関係を、びわこ部６クラブに呼び掛けを行

いました。 

 下期は、新型コロナウイルスの影響で、係る関係事業・会合等が出来ません 

でした。今期事業にご支援・ご協力賜りました、びわこ部６クラブのメンバー各位並びに関係者 

の方々に厚く御礼を申し上げます。 

 

ＥＭＣ事業を振り返って         ＥＭＣ事業主査 外海 清圭（彦根クラブ） 

                      

５月２３日（土）高島ワイズメンズクラブ「国際協会加盟認証状」伝達、新型

コロナウイルスの関係で規模を縮小し、最少人数で伝達式が行われました。湖

西地域に待望の新クラブが誕生しました。（参加者１５名） 

８月３日（土）びわこ部ＥＭＣシンポジウムを開催いたしました。 

１部 今年は戸所岩男西日本区理事参加の理事懇談会 

２部 ＥＭＣ事業主任牧野篤文氏による基調講演 グループ討議・内容発表 

３部 びわこ部ワイズ起こし運動推進リーダー 松岡義隆ワイズのお話 

            びわこ部ワイズ起こし運動の具体的方策について 



以上の３部構成で実施いたしました。３３名の参加があり熱の入った講演 討議があり時間オ

ーバーするくらいで有意義な時間が持てました。 長浜クラブ・滋賀蒲生野クラブの入会式 彦

根シャトークラブのＥＭＣアワーの参加と楽しいクラブ訪問ができました。 

最後に、松岡ワイズ起こし運動リーダー・クラブ設立準備委員長のお働きに感謝申し上げます 

 

この 1年の振り返り      びわこ部交流主査 安田 博彦（近江八幡クラブ） 

 

びわこ部交流主査としてこの一年を振り返りますと、びわこ部合同新年

交流会の実施が唯一、価値ある、そして、心に残る行事です。１月１４日

（火）近江八幡駅前ホテルニューオウミにて６クラブ４７名参加の下、戸

所理事を始め、遠く九州からは前田交流主任もご参加下さいました。当日

は、我々と同年代のバンドグループ「オンタイム」の演奏で、馴染みのあ

る懐かしのメロディで何人かのワイズが飛び入り歌もありで６クラブ入り

乱れての交流をはかることが出来ました。 

今年は新型コロナウイルスの拡散で、この地球は計り知れない試練を受けています。本交流

会は日本で初めて新コロナ患者の発生が確認された２日前に実施されました。そのタイミング

で実施できたことに、意味ある交流会であったことを胸に、今後の感染ウイルス共存社会にお

けるワイズダム活動を行いたいと思っています。 

 

1 年を振り返って      メネット事業主査 山内 勉（彦根シャトークラブ） 

 

今期唯一のメネット事業として、共同作業を通じてメンとメネットのワ

イズメンズ活動への理解を深めるとともに今後の円滑な事業推進に資する

ことを目指して大阪ガスクッキングスクール滋賀の会場をお借りしての料

理教室を企画提案させていただきましたが、なぜかびわこ部の他事業と日

程がバッティングしており、参加者不足により中止にさせていただきまし

た。コロナ感染症の現状を考えますとこれで良かったのかもしれません。 

 

１年の振り返り                近江八幡クラブ会長 太田美智代 

 

６月で今期も終わろうとしていますが、コロナウイルスの影響で近江八幡

クラブも３月から例会を見合わせております。その間、ラインで近況を報告

したり電話をして下さったり皆さんが工夫して下さっております。今期、大

きい行事としまして８月の納涼例会。１２月のクリスマス例会。市民クリス

マス。１月の新年例会。今年の新年例会は三弦の演奏を楽しみました。 

残念ながらびわこ部ホストの大きな催しであった第２３回西日本区大会も

中止となり、今までに大変な準備をして下さってた皆さんも残念な思いをしてらっしゃるのでは。

八幡クラブも６月の例会、今までの例会と違った形で最後を締めくくれればと願っております。 

会長として十分な役目も出来ず終わってしまう事、本当に申し訳なく思っております。今後も、



近江八幡クラブ又びわこ部のために少しでも協力できればと。１年間、有り難うございました。 

       

【２０１９－２０彦根クラブの一年】           彦根クラブ会長 宮本年博   

 

彦根 YMCA 教育農場５月１８日ＹＭＣＡ学童クラス＆げんきクラブちびっ

子達と苗植えしたサツマイモ栽培、メンバー交代での夏場水遣り作業の成果

で、１０月２６日ＹＭＣＡ学童クラス＆げんきクラブちびっ子たちと芋掘り

体験収穫祭。例年になく豊作だったと思います。参加してくれたちびっ子た

ちの歓声がとても嬉しく充実した一日でした。 

１０月２３日恒例ポテトファンド実施 蒲生野クラブとの連携購買で最

小限のファンド収益を何とか確保できました。会員の減少と高齢化で実働部

隊３名でのファンド事業でしたが、ワイズ以外の販路も少しずつ開拓し何とかファンド実行達成。  

１２月８日に第３５回ＹＭＣＡちびっこ市民クリスマスを滋賀県立大学交流館で彦根シャトー

クラブと共同協賛開催。第２３回彦根ワイズメンズクラブ杯ちびっ子サッカー大会は、新型コロ

ナウイルスの行事自粛の為、残念ながら中止。５月１８日、次期に向けて恒例のサツマイモ苗植

えを彦根ＹＭＣＡ教育農園で実施、２０２０年３月以降新型コロナウイルス騒動の為に、予定し

ていたいくつかの行事が中止に追い込まれたことは誠に残念でしたが、伝統ある彦根ワイズメン

ズクラブ会員の皆様に支えられ、第６８代会長として充実した１年を過ごすことができました。 

今期も新入会員獲得に、既存会員一丸となり一生懸命取り組み、候補者数名に声掛けしました

が、未だ 1名の新規会員も獲得できず、痛恨の極みです。 

こうすれば新規会員獲得出来るよ！！っていうアドヴァイス大歓迎です。 

皆様のご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

 

2019.7～2020.6会長を終えて          彦根シャトークラブ会長 安澤 勝 

  

前期は新しい事業としてちびっこウェルネス釣り大会を実施することがで

きました。当日は部長公式訪問も兼ねて東部長と三原会計にもお越しいただ

き、参加者と共に竿を出して外来魚駆除にご協力いただきました。次年度以

降も継続できればと思っていますが、後期は新型コロナウイルスの感染拡大

を受け、３月以降、例会や委員会が開催できない状況になりました。４月７

日に新型コロナウイルス(ＣＯＶＩＤ－１９)彦根市内１例目の感染患者が確

認された後、４月２１日に２例目、２３日に２例目の家族４名が感染され合

計６名の感染が確認されたことや、全国に非常事態宣言が発令されたことで、県をまたぐ移動が

制限された事もあり、西日本区大会も中止せざるを得なくなり、準備戴いた部の実行委員会メン

バーの皆さんは非常に残念だったと推察いたします。 

クラブとしては 1 名減となり、まだコロナウイルスの影響が残る中、次期の例会の開催検討や、

次々期４０周年に向けた取組を行なうとともに、新入会員獲得にむけクラブがワンチームとなり

進んでいけることを願っています。          



1 年を振り返って                 長浜クラブ会長 矢守 昭男 

 

令和 1年の半期分は無事にクラブ運営等の行事が予定通り遂行出来たこと

が如何に感謝すべき事かを強く感じました。それは令和２年１月から新型コ

ロナウイルス感染症の拡大、影響があったからだと思います。しかしながら

嬉しい話題として、びわこネックレス構想での念願の高島クラブの準備例会

開催、設立総会、加盟認証状伝達（チャーター）により高島ワイズメンズク

ラブが誕生となりましたことは、６クラブ代表ホストの長浜クラブ会長とし

て、感謝申し上げます。 

また、日本中に危機管理、危機感、様々なボランティア活動、会議などの自粛生活により長浜

ワイズメンズクラブのクラブ定例会、委員会活動が困難、休止となりましたが、会員との連携体

制について、停滞などに及ぼす影響で今年度のクラブ運営の最後となりましたが、次年度役員の

皆様にお願いしながら、びわこ部 7 クラブの発展に向けて、今後の各クラブの発展を願うばかり

です。最後になりなすが、将来の目標、びわこ部の各クラブの発展に向けてお力添え頂きますよ

うお願い致しまして、1 年間を振り返って御礼の挨拶とさせて頂きます。 

 

「一年を振り返って」                草津クラブ会長 滝本英子 

 

令和になって一年目の会長をさせて頂きました。前期が終わり、後期３月

までは通常にクラブの運営、活動等が行えましたが、４月からは“緊急事態

宣言”により外出自粛になり、計画等は全て変更または中止になりました。 

草津クラブは少人数クラブですが、一人一人が熱意をもって行動も早く、何

かにつけて会長を支えてくれました。感謝です。びわこ部の皆様、草津クラブ

の皆様、ありがとうございました。 

 

「Let’s Enjoy!」                       滋賀蒲生野クラブ 第 30 代会長 井之上 温代  

 

滋賀蒲生野クラブは、節目の第３０期でした。下期に入ると新型コロナウイ

ルスの脅威に世界中が侵され「緊急事態宣言」なるものも日本中に発令され外

出はおろか、様々な自粛が求められました。 

 しかし、上半期から 3 月まで、表題の「Let's Enjoy!」を求めて滋賀蒲生野

クラブらしい活動ができました。 キックオフ例会は、戸所西日本区理事を迎

えてスタートしました。 

東びわこ部長の排出クラブとして９月７日のびわこ部会を開催し、ＤＢＣクラブの金沢クラブ・

富士宮クラブの参加もあり盛大な部会となりました。なんといっても書家の稲垣氏のパフォーマ

ンスは印象に残るオープニングになり、東部長の主題に沿った「三方よし」の講演も聞く人を引

きつけました。 

 月々の例会は、工夫を凝らし準備しました。特に今期は第２例会を充実させメンバー相互のコ

ミュニケーションを密にしました。 



 活動として、「きぬがさ祭り」「むさっこ食堂のクリスマス」が、まず挙げられます。「むさっこ」

については、昨年度に続き２年目、参加子供数６０名。今年は、スケジュールの都合でＹＭＣＡ

のリーダーさんの協力が得られず、我々自身がサンタになり進行しました。その時にお世話にな

った池内さんは、２月例会において我々の仲間になっていただきました。本当に何年ぶりの入会

式だったことでしょう。メンバーが増えることは、クラブを明るくし大きなパワーとなります。

次期もメンバーが増えますように！ 

 

びわこ部会計に 1円の振込が              びわこ部会計 三原茂靖 

                              

 今期、東部長のもと会計の任務が滞りなく終わろうとしていることに、びわ

こ部すべてのワイズのご協力があったことに感謝いたします。皆様の部費を預

かり出費してまいりましたが、前期繰越より今期繰越金が減少してしまいまし

た。また、部費の大半が滋賀ＹＭＣＡキャンプ場の借地料（年間２５万円）と

なっています。びわこ部の特徴ある事業であり支援ですが、余りにも高額で部

費を他の事業に使用することが多くできません。また、風の谷キャンプ場整備

負担金を合算すると大きな支援となっています。 

 今期、喜ばしい大ニュ―スは高島クラブのチャーターです。５月２３日にコロナウイルス外出

禁止の中、長浜市で加盟認証状の伝達式が戸所理事ご隣席のもとチャーターが伝達されました。

部則に基づきびわこ部メンバーを代表して、東部長よりチャーターお祝い金を栗本高島クラブ会

長にお渡ししました。全てのワイズの皆様とお祝いします。最後に、５月２１日に私が預かって

います部の通帳記帳に行きますと、受取利息 1 円が記帳されていました。ここに改めて 1 円の重

みを感じました。この与えられた 1 円をどう感謝して用いるか。思うことが多い今日この頃です

が、この 1円の一滴が集まって大河となるような部会計を次期に引き継ぎたい。 

 

「1年を振り返って」                   びわこ部書記 三谷 喬 

 

今期、びわこ部の書記として、びわこ部第 1 回役員会・評議会の開催、びわ

こ部報第 1号の発行、びわこ部会の開催と慌ただしい 3 ケ月間でスタートしま

した。しかし、ＹＭＣＡの行事や新クラブ設立の日程の関係で、更に新型コロ

ナウイルス感染拡大防止により、幾つかの事業が中止になったことを大変残念

に思っています。このような状況の中、びわこ部の長年の念願であったびわこ

ネックレス構想による新クラブ（高島クラブ）の設立が実現したことに大変感

銘を受けました。高島クラブのこれからの発展を心から祈念しております。 

この一年間、多くの方にご協力いただき、感謝しております。どうもありがとうございました。 

 

 


