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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」 

              第１号 2019年 8月発行 

 

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」 

第 24代びわこ部長就任に当たって    びわこ部部長 東 康彦（滋賀蒲生野クラブ） 

びわこ部第２４期の部長を務めさせていただきます滋賀蒲生野ワイズメ

ンズクラブの東康彦です。１９９０年に入会して今年で３０年になります。

ＪＣを卒業後、青少年活動を支援する YMCAと一緒に活動出来ることに共鳴

し入会しました。クラブ設立当時はメンバー同志の絆が強く元気があり、

楽しいクラブ活動が出来ていました。 

近年はメンバーの減少と高齢化で、事業活動が沈滞化してきました。メ

ンバーの拡大と若い世代の入会につながるＥＭＣ活動の推進とＹＭＣＡと

の共同の活動を通して、ワイズメンズクラブの元気を取り戻したいと思い

ます。 

主題に「ワイズよし、ＹＭＣＡよし、クラブよし、そして社会に奉仕」を掲げました。近江商

人の三方よしの精神を勉強して頑張りたいと思います。 

ワイズメンズクラブに入会した事を誇りに思えるようなクラブ活動、事業をするメンバーにつ

いては、パートナーであり、個人においては趣味や一人では出来ないことを共有する仲間であっ

たりして、楽しみを深め合えるクラブ活動にしていきたいと思います。ワイズとＹＭＣＡは両輪

として、若いリ－ダー達を支援し、知恵と経験を伝え、目的を共有し、ＹＭＣＡの繁栄を支援す

る。クラブメンバーは社会的地位を上げ、地域のリーダーになれるよう、自己研鑽が図れる場と

して、またメンバー同志の絆を強くし、メンバー拡大とより良いコミュニケーションを図り、新

しい夢、ビジョンを語り合える場として活動し、クラブライフを楽しんで欲しい。愛と奉仕の精

神で活動し力がつけば自然と地域社会に入っていけ、ボランティアとし出来る事が見え、社会奉

仕に繋がって行く。ＹＭＣＡも、「みつかる。つながる。よくなっていく。」のス―ロガンを掲

げ頑張っておられます。メンバーの皆さんのご協力よろしくお願いします。 
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新生びわこ部に向けて                 直前部長 池田 政弘 (草津クラブ) 

昨年は、部長首題を「考えよう ワイズメンズクラブの原点を!!」とし、

ＹＭＣＡに対する理解度の向上や協業の在り方などについて、びわこ部全体

で議論し今後の新生ワイズメンズクラブの発展の方向性を見つけたいとの

思いでＹ’サ事業を中心としたワイズ活動を展開し、びわこ部ワイズの絶大

なるご協力のもとほぼ予定した事業を完了することができました。 この一

年間貴重な体験をさせていただいたことに深く感謝するとともに、これらの

体験から学んだ知識や経験をこれからの新生びわこ部ワイズ起こし活動に

生かしていけるよう頑張りたいと思います。よろしくお願い致します。 

 

次期びわこ部長就任にあたって   次期部長 西川 祐介（彦根シャトークラブ） 

来期びわこ部部長に就任いたします。彦根シャトークラブ西川裕介でご

ざいます。歴代のびわこ部長のお名前を拝見いたしますと、経験も実績も

素晴らしい方ばかり、私の様な者に務まるかと不安でいっぱいではござい

ますが、各クラブのメンバーの皆様方に御助けをいただきながら、何とか

役目を果たすべく精進いたします。まずは今期の東部長に帯同しながら 1

年間勉強させていただくので、皆様方のご指導ご鞭撻のほどよろしくお願

いいたします。びわこ部各クラブの例会にも出席させていただき、皆様方との交流を図らせてい

ただきたいと思っています。 

 

 

次期びわこ部全員がスクラム組んで！  びわこ部監事・ワイズ起こしリーダー 

松岡 義隆（長浜クラブ) 

 今期、東康彦部長期が「メンバーよし、ＹＭＣＡよし、クラブよし、そ

して社会に奉仕」という主題の下、スタートいたしました。三方よしと社

会に貢献する奉仕の心を敬い、監事として、またびわこ部ワイズ起こし運

動のリーダーとして業務を遂行し東部長を支えていきたいと思います。 

特に、びわこ部６クラブ総意による「ワイズおこし運動」は、西日本区が

提言している６つの基本計画の中から 

①会員増強の推進「新クラブ設立に向けた」活動 

① ②ＹＭＣＡとの協働関係の改善の推進 

の２つをびわこ部の運動の主軸と捉え、部長ならびに実働部隊を中心に積極的な活動を展開し、

２０２２年の目標達成に向かって取り組んで参ります。この運動は「支えたくなる滋賀ＹＭＣＡ」

「入りたくなるびわこ部ワイズメンズクラブ」をモットーにし。ワイズの基本精神である、愛と

奉仕の力で、びわこ部全員がスクラム組んで、逞しいびわこ部となることが本意であります。 

皆さん、どうかご支援・ご協力を惜しまないで頂きますよう、重ねてお願い申し上げます。 

 

今期のＹＭＣＡ活動について びわこ部連絡主事・滋賀 YMCA総主事 久保田 展史 

 今年度 4 月より前任の祝部主事より引き継ぎ総主事を拝命いたしました。

びわこ部のワイズメンの皆様には常日頃より大変お世話になっております。

滋賀ＹＭＣＡの特徴はウエルネス事業が中心になっていて、多くの大学生

の若者がリーダーとして所属をし、研修を重ねて少年たちの指導者として

活動していることです。この学生たちの情熱をワイズメンの皆さんに支援

をしていただくことは彼らにとって貴重な体験でありますし、まさしく 

ＹＭＣＡの活動としての理想であります。 
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次回のチャリティーランは西日本区大会との関係で 9 月に日程を移動して実施することにいた

しました。ＹＭＣＡの事業年度としては次年度ですが、ワイズメンズクラブの事業年度としては

次期となってしまいました。しかし、準備は今期でしっかり行ってゆかねばなりません。皆様方

のご協力をよろしくお願い致します。 

滋賀ＹＭＣＡの独自のキャンプ場「風の谷キャンプ場」では今期の早々に開設ワークの支援を

いただきました。雨の中の作業に感謝です。また今年度は大型量販店様より大型テントやライフ

ジャケットなど多額の物品寄付をいただきました。これによってキャンプ場がますます充実して

きています。今年度は風の谷キャンプ場を４０２名の子ども達が利用する予定ですし、収入も約

８９８万円となる予定です。(2019年 7月 31日現在) 

次年度もこのキャンプ場が子ども達の夢の場所でありますようにお力をいただきますようお願

いいたします。 

滋賀ＹＭＣＡでは、新たな取り組みとして学童保育をこの 4 月から始めました。一人一人を大

切にする学童保育として、特徴的な展開を行ってゆくつもりです。そしてこれから福祉の分野や

日本語学習事業、国際交流など様々な事業を展開するべく準備しております。 

今期も皆様方の変わらぬご支援を賜りますようお願いいたします。 
 
 

2019－2020 年度びわこ部役員の抱負     Ｙサ・ユース事業主査 河越 尚博 (長浜クラブ) 

 

 今期Ｙサ事業主査を引き継ぎさせていただく事になりました、長浜クラブ

の河越です。ワイズメンズクラブに入会させていただいて１０数年たちまし

た。昨年度は、長浜クラブ３２期の会長をさせていただき１年間多忙ではあ

りましたが、いい経験の場を与えていただき、今期びわこ部の主査をさせて

いただく訳ですが昨年の体験、経験を少しでもお役に立てるよう、ＹＭＣＡ

とのつながりをより一層高めていける様微力ではありますが、1 年間務めさせていただこうと思

います。また、びわこ部ワイズ起こし運動にも長浜クラブのメンバーとしても盛り上がる様協力

して行こうと思います。 
 
 

地域奉仕・環境事業主査を拝命して 地域奉仕・環境事業主査 中山 博文（草津クラブ) 

 

長年ワイズ活動をやらせていただいていますが、今回の標記事業は初めて

担当するので、正直戸惑っています。ワイズメンバーの皆様、どうか宜しく

お願い致します。 

私の当事業主題は、‘マザーレイク琵琶湖ファースト’、です。方針として

は、今期西日本区事業主任の渡壁十郎ワイズ並びに東 康彦びわこ部部長の

同事業計画をベースに、本事業を展開したい。主として、１）ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）

１７の目標、２）地域奉仕・環境団体等との協働・交流、３）びわこ部６クラブの同事業活動を

各クラブの同事業委員長を中心に展開したい。特に、滋賀県のシンボルであり、近畿の命の水が

めである、琵琶湖の水質・環境を少しでも悪化させないよう、びわこ部６クラブの各クラブの協

力により、それに必要な清掃活動を実施したい。活動計画としては、１）びわこ部各クラブで昨

年実施された同事業継続・実行の推進、２）各地域での琵琶湖湖岸清掃、３）各献金の目標達成：

ＣＳ献金 １人当たり ＠￥１，０００．－、ＴＯＦ献金 １人当たり ＠￥１，０００．－、

ＦＦ献金 １人当たり ＠￥８００．－、４）同事業に関連して、ＥＭＣも念頭に置き活動した

い。その他、必要に応じで対応する。以上、宜しくお願いいたします。 
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ワイズ活動を楽しく充実したものに   ＥＭＣ事業主査 外海 清圭（彦根クラブ） 

今年度ＥＭＣ事業主査を拝命しました、彦根クラブの外海清圭です。 

この一年よろしくお願いいたします。 

主題は ワイズ活動を楽しく充実したものにとさせていただきました。 

所属します彦根クラブは、今年のメンバーが、連絡主事を入れて 8名にな

ってしまいました。充実した楽しい例会と言ってもなかなか正直言って難

しいです。びわこ部で一番小さなクラブです。高齢化も進んでいます。 

EMC Extension, Membership ＆Conservation Ｅは新クラブを設立

すること。ＭＣは新会員増強と意識高揚を図ること。ワイズメン運動を直接拡大強化する事業で

ある。とワイズ用語抜粋に書いてあります。 

◇8月 3日にはＥＭＣシンポジュウムを３部構成で行います。 

第１部 理事懇談会 西日本区理事戸所岩雄 Ys 

第２部 基調講演  グループ討議と発表  西日本区ＥＭＣ主任 牧野篤文 Ys 

第３部 びわこ部ワイズ起こし運動  ワイズお越し運動リーダー 松岡義隆 Ys 

 元メンバーに再加入するように働きかける。クラブメールリストに元メンバーを入れクラブの

現況報告をする。ブリテンを手渡し、若しくは郵送すること通じ、完全に縁が切れることがない

ようにする。新クラブ設立準備委員会の委員として頑張ります。 
 

    

 

今年の抱負           国際・交流事業主査 安田 博彦（近江八幡クラブ） 

今年度、交流事業主査を拝命いたしました。「交流する」目的は交流に

よってエネルギーを得て、それを奉仕に生かす。また、「交流する」方向

としては、①旧知の人とより深く親しくなること ②見知らぬ人と広く親

しくなること。と解して活動していきたいと思っています。交流の媒体（手

段）として、お酒（宴会）が一般的ですが、その他にもいろいろな手段が

考えられます。歴史・文化・趣味などを通して人と人が出会い、親しくな

り、交流に発展していくこともあります。今年度はこのような考えをベー

スに、積極的に出会った人と交わり、交流の輪を広げていきたいと思って

います。また、主査として交流の場を設定していくことも重要なお役目であり、皆様方のご支

援・ご協力を宜しくお願いします。 

 

びわこ部メネット事業主査をお受けして メネット事業主査 山内 勉（彦根シャトー） 

 今期びわこ部のメネット事業主査をお受けしました山内です。彦根シャト

ークラブにはメネット事業委員会はありませんので、メネットの意味もメン

バーの伴侶か、女性メンバーなのかも定かではない状態でした。先日メネッ

ト事業主査研修会に出させて頂いて、初めてメンバーの伴侶のことだと判明

しました。ところが他部から来られている主査さんは、ほとんどが女性メン

バーのベテランの方ばかりで、部によって違うものの実態は女性メンバーの 

事業になっているような印象を受けました。我に返ってびわこ部ではどうしたものかと心配して

おりましたら、主任の方がメネット事業は出来ることを出来る範囲で行って下さいと、おっしゃ

って頂きましたので（私の曲解かも分かりませんが）今年はお許し頂きたいと思います。 
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今 出来る事を楽しみに変えて        近江八幡クラブ会長 太田 美智代 

 

 平成 19 年８月に近江八幡ワイズに入会させて頂き、今年 令和になり１１

年目を迎える事となりました。その間に、会長１回 主査１回 びわこ部書

記１回と沢山の事を経験させて頂きました。主人を亡くしてからの２年間、

何も手につかないままの私をワイズに誘って頂きました事、とても感謝して

おります。何も、まったく分からないままの入会でしたが、周りの皆様のお

陰で今に至っております。いろんな方との出会い、今まで知り得なかった数

多くのお話。私にとって、最初は新鮮な世界でした。今まで、私が続けられ

ましたのも、皆さまのお支えがあっての事だと思っております。今期、びわこ部ホストで西日本

区大会も行われます。いろんな方が何らかの役員、役目を引き受けて 頑張っていらっしゃいま

す。ほんの少しの力かもしれませんが、私もできる限り参画させて頂くつもりです。２回目の会

長、Ｆｏｒ ｙｏｕ，ｗｉｔｈ ｙｏｕ，ａｌｌｗａｙｓ Ｈａｐｐｙを会長主題として毎月の

例会を楽しみに来て頂けるよう、努力していきたいと。今 出来ることを楽しみに変えて。 
 

 

彦根ワイズメンズクラブ 2019-20 年度の課題     彦根クラブ会長 宮本 年博 

 

 彦根クラブは１９５２年１０月チャーター、今年６７歳を迎えるクラブで

す。かつて会員数３０名超を抱える時期もあったと聞いていますが、現在７

名（除く連絡主事）、平均年齢は７８歳になってしまいました。 

ここ数年、新入会員獲得に奔走していますが未だ成果見えません。 

他クラブ例会に参加するたび、どうすれば彦根クラブも活性化できるのか？ 

例会も少人数では非常に寂しく、そんな例会に新入会員候補のゲストをお招

きしても、なかなか入会して頂けない状況が数年続いています。 

ＥＭＣフォーラム等の際は、お題目の概念的な話より、どうすれば新規会員

獲得できるのかといった実務的なアドバイスやご指導をよろしくお願いします。もっと建設的な

きれいごとやバラ色のクラブライフを書くつもりでしたが、こんな愚痴話で申し訳ありません。 

 

 

令和元年キックオフ                彦根シャトー会長 安澤 勝 

 

２０１９年令和元年を迎え新たなスタートを切った。この一年彦根シャト

ークラブは大変多忙な一年となるだろう。なぜなら、戸所ワイズが西日本区

理事として河口ワイズが区書記として共に全国を駆け巡ることになり、皆で

支えていかなければならない。クラブ内では西川次期びわこ部長の元、びわ

こ部会の準備委員会を設立し、内容など検討を始め、次々期クラブ設立４０

周年の準備も進めていかなければならない。おまけに私の想いだけで走り始

めた「ちびっこウエルネス魚釣り大会」も９月第二例会として開催予定して

いただいた。何せ釣り大会は初めてのことで、準備万端整うまで時間との勝

負でこれからが大変であるが、シャトークラブ皆さんの総力結集していただき、この一年全ての

プログラムにおいて有終の美を迎えたい。そのためにも各例会に多くのメンバー、ゲストのご出

席を心よりお願いする。 
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１年間宜しくお願い致します            長浜クラブ会長 矢守 昭男 

 この度、第３３期長浜ワイズメンズクラブ会長に就任させて頂きます。

新たな令和元年を初年度として新たな出会い、感謝、奉仕活動、感動等で

様々な活動をさせて頂きたく思います。今年度メンバー、関係者の皆様の

ご協力の下でクラブ運営に対して一緒に取り組みを行ってまいりたいです。  

また第一にＹＭＣＡのリーダーと長浜ワイズメンズクラブの奉仕活動と他

クラブ連携を行っていきたいと考えています。今後のメンバー等の勉強会、

交流会を進めての組織力を高めながらクラブ向上を図りたいと思います。

ホストクラブの彦根シャトークラブ、ＤＢＣ大阪サウスクラブと京都ＺＥ

ＲＯクラブと新たなクラブ設立に向けて、びわこ部ワイズ起こし運動リー

ダーを中心に、びわこ部６クラブの協力体制で取り組んで新クラブ設立を目指したいと思いま

す。 

最後になりますが、今期１年間メンバー皆様と一緒に楽しく充実したクラブ運営と取り組む活動

と益々の長浜ワイズメンズクラブの発展の為に頑張って行きたいと思いますので、皆様方のご指

導ご鞭撻を宜しくお願い致します。 

 
 

第 34代会長として                 草津クラブ会長 滝本 英子 

 毎年の事ですが、期の始めになると、主題・方針・計画等いろいろと考え

るのですが。数か月が経ち、期の終わりが近づくにつれてなかなか計画通り

にはいかないものだと気付かされて溜息がでます。 

世間同様に、草津クラブもメンバーが高齢化しています。これからの活動

等はできるだけ時間と身体に余裕を持って、できるだけ体力を使わず、でき

るだけ継続できる奉仕で、できるだけ・・・う～ん 難しい・・・要するに

身の丈にあって満足のいく奉仕活動になるようにみんなでまとまりたいと思

っております。 

びわこ部会、西日本区大会 etc. 大きなイベントが待ち受けていますので気を引き締める一年に

なりそうです。皆様のご協力を宜しくお願い申し上げます。 
 
 

会長主題「Let’s Enjoy!」          滋賀蒲生野クラブ会長 井之上 温代 

 

滋賀蒲生野クラブ第３０代の会長で３度目の登板です。会長主題は第２

代「Take it easy!」 第１２代「New Century, Step Up Gam Ohno」そし

て今期の「Let’s Enjoy!」その時代時代に私自身が感じた主題を掲げて

きました。振り返るとその時代の背景が蘇ってきます。 

現在、メンバーもチャーター時に比べ半分以下となり年も重ねました。

今、出来ることは何？クラブライフを楽しむことしか考えられません。楽

しもうというポジティヴさから元気が生まれます。そのために第１例会の

充実はもとより第２例会もより楽しいものにしたいと計画しています。親

睦は力ということをよく言いますが、ここからパワーが生まれることを期待しています。 

また、今期は東びわこ部部長のホストクラブとして、メンバー全員団結してサポートしていき

たく思います。この一年よろしくお願いします。 
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びわこ部書記 三谷 喬（滋賀蒲生野クラブ） 

 

今期びわこ部の書記を務める滋賀蒲生野クラブの三谷喬です。微力ながら、

びわこ部の事務仕事と部長の補佐と黒子に徹底し、気配りだけは忘れずに１

年間務めたいと思います。部の運営や情報伝達について何か気になること、

改善した方が良いと思うこと等で提起することがありましたらお知らせくだ

さい。なお、部報の原稿、事業実施状況等のお願いについては、皆さまのご

協力をお願い致します。 

 

 

びわこ部会計 三原 茂靖（滋賀蒲生野クラブ） 

 

会計の係としてこの 1年間無事に任務ができます様にご協力をお願いしま

す。また役員会の一員として協議の時も宜しくお願いします。西日本区のテ

キスト本の一部にあります「ワイズ温泉の記事」のように、約５０年ワイズ

温泉にどっぷり浸ってしまいました。そろそろ温泉から出て、湯上りの一杯

を飲んで地平線や水平線を見て、ベンチで時を過ごしたいね。 

新しく８月１日からの「後期高齢者医療被保険者証が３割負担」で届いた。

これが現実か。 

 

 

 

２０１９－２０２０年度 びわこ部 第 1 回役員会・評議会 議事録 

    

 

日 時： ２０１９年 ７月２０日（土） １４：００～１７：００ 

場 所： 近江八幡ＹＭＣＡ ２階 会議室 

                                         

  議案の承認 

  第１号議案 2018-2019年度会計決算報告書          議案提案者： 承認可決 

  第２号議案 2019-2020年度びわこ部役員の承認        議案提案者： 東部長 承認可決 

  第３号議案 2019-2020年度びわこ部行事予定等の承認    議案提案者： 三谷書記 承認可決 

  第４号議案 ワイズ起こし運動推進における事務経費の予算化の承認 

 議案提案者： 松岡ワイズ起こし運動推進リーダー 

  第 5号議案 2019-2020 年度会計予算案の承認     議案提案者： 三原会計 承認可決 

（注） 第１号議案で説明された前年度会計報告に基づき、前期繰越金・次期繰越金を修正 
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２０１９－２０２０年度 西日本区・びわこ部行事予定 

 

年 月 テーマ 日 曜日 びわこ部 西日本区(含む国際)

2019 6月 評価・計画 15 土 第４回役員会・評議会/次期準備役員会・

22-23 土日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　評議会 第２２回西日本区大会･第4回役員会･代議員会　京都

　 30 滋賀YMCA風の谷キャンプ場ワーク

2019 7月 Ｋｉｃｋ-ｏｆｆ 13-14 土日  第1回区役員会　Hクライトン新大阪　前期半年報締切  10日

EMC-MC 18 木 ・部長公式訪問　長浜C　北ビワコH

20 土 第1回役員会・評議会　近江八幡ＹＭＣＡ 19日-21日第28回アジア太平洋地域大会(仙台）

27 土 ・部長公式訪問　草津C　粟津ワイズ工房

8月 Ｙｏｕｔｈ 3 土 びわこ部EMCシンポジューム　彦根勤労会館                                    　　　　                  [部会]

Ａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ 15 火 前期部費納入締切 15日 　前期区費納入締切 15日　　　　　　　　　　 京都部      　9/01

24 土 ・部長公式訪問　近江八幡C　妹背の里                                                 　  　　    びわこ部 　　9/07

第1回びわこ部部報発行 　                                           　    　　     中部        　 9/08

9月 Mｅｎｅｔｔｅs 7 土 びわこ部部会　Hニューオウミ  　                                                   阪和部        9/16 

 　                                                   九州部        9/21 

10月 BF･EF 8 火 ・部長公式訪問　彦根・滋賀蒲生野C　HNO 次期区役員研修会 Hクライトン新大阪　  六甲部        9/28 

10 木 ・部長公式訪問　彦根シャトーC　彦根ビューH                                                           瀬戸山陰部 9/28

19-20 土日 　 次期区役員研修会 Hクライトン新大阪    中西部   　 10/05

　 27 日 ＹＹＹフォーラム（ボーリング大会）→調整中 　                                       　　　　　　　　  西中国部  10/26 

11月 Ｐｕｂｌｉｃ  9-10 土日 　 第2回区役員会　Hクライトン新大阪 　 

Ｒｅｌａｔｉｏｎｓ 10 日 ワイズデー　 　　

Ｗｅｌｌｎｅｓｓ 16 土 第2回役員会・評議会　近江八幡ＹＭＣＡ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　

　 23-24 土日 次期役員研修会　

12月 EMC-E YES BF中間締切

2020 1月 IBC 10 金 後期半年報締切  10日

DBC 14 火 びわこ部合同新年交流会

2月 15 土 第3回役員会・評議会　近江八幡ＹＭＣＡ

15 土 後期部費納入締切15日 後期区費納入締切15日

第２回びわこ部部報発行 ＢＦ切手締切

3月 JWF 14-15 土日 次期会長・主査研修会　大阪コロナH　

15 日 各種献金締切  15日

4月   4-  5 土日 　 第3回区役員会/第１回準備役員会　Ｈクライトン新大阪

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

5月 ＬＴ 　  

6月 12 金 区大会前夜祭　　　　　　　　　　　　　　　　↓大津市民会館

第4回役員会/第２回準備役員会/区代議員会/メネットアワー

　　　　　　　　　　　　　　↓近江八幡ＹＭＣＡ 第２３回西日本区大会　大津市民会館・琵琶湖ホテル

20 土 第4回役員会・評議会(新旧合同・引継ぎ) 

13 土

YMCA
 ｻｰﾋﾞｽ
ASF

TOF・CS・
FF

評価・計画

 


