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「私たちの未来は、今日から始まる」
「ワイズ運動を尊重しよう」
「ワイズ魂で更なるワイズの活性化を！」
「西中国部 100 人達成」
「クラブ間の連携を強化し、力を合わせてワイズ活動を推進する」

国 際 会 長
アジア地区会長
西 日 本 区 理 事
西 中 国 部 部 長
福山クラブ会長

2 月例会のご案内
　　　　日時：2月未定（木）午後 16時 30分 ～
　　　　場所：福山 YMCA　２階チャペル

部長公式訪問

 辛島 清孝

 岡田 雅志
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新春のご挨拶
会長 辛島 清孝 

　皆様、新しい年をいか
がお迎えになられました
でしょうか。私は初日の
出を拝みに福山 YMCAス
タッフの戸室さんをお誘
いしてお住まいの近くの
団地の丘陵に登りました。

空はよく晴れすがすがしい元旦の朝を迎えることがで
きました。
 　さて当クラブの会長に就任して半期が過ぎました。
私の当初の活動方針を検証してみました。
（１）広報を強化しワイズ理解に努める ーーー
福山クラブのブリテンは復活しました。また当クラブ
と西中国部のホームページの更新を継続中です。
（２）Y会員、Y職員OB、講師、卒業生などを対象に
会員を増強する ーーー
多くの方にお声がけはするのですが、快い返事はなか
なかいただけません。必ず成果は出ると心に決めて引
き続き勧誘を進めていきます。
（３）他クラブとの参加者主体型の合同プログラムを
実施する ーーー
合同プログラムの企画はまだ手を付けていません。し
かし東広島やDBCの岡山クラブと協調して具体的な
ものを作り上げたいと思います。
　今後ともワイズの皆様のご指導とご協力をよろしく
お願い申し上げます。

　－ 今月の聖句 －

1 月例会の報告
日時：1月５日（木）
　　　午後 16時 15分～ 17時 10分
場所：福山 YMCA 2 階館長室
議題： ① 次期クラブ会長選出について
  ②  新春ボウリング例会の参加について
　　　③ 第２回東西日本区交流会の参加者
　　　④ YMCAユースファンドの寄付について 
出席者：岡田、沖島、上久保、辛島

イエスは弟子たちと共に湖の方へ立ち去ら
れた。ガリラヤから来たおびただしい群衆が 従っ
た。また、ユダヤ、エルサレム、イドマヤ、ヨルダン
川の向こう側、ティルスやシドンの辺りからもおびた
だしい群衆が、イエスのしておられることを残らず聞
いて、そばに集まってきた。そこで、イエスは弟子た
ちに小舟を用意してほしいと言われた。群衆に押しつ
ぶされないためである。イエスが多くの病人をいやさ
れたので、病気に悩む人たちが皆、イエスに触れよう
として、そばに押し寄せたからであった。汚れた霊ど
もは、イエスを見るとひれ伏して、「あなたは神の子だ」
と叫んだ。イエスは自分のことを言いふらさないよう
にと霊どもを厳しく戒められた。

マルコによる福音書３章　７節～１２節

福山 YMCA

１月例会

 　新年最初の例会を１月
５日（木）午後 16時 15
分より福山 YMCA２階の館
長室で行いました。この日
は福山 YMCAの仕事始め
でありワイズも気持ちも新
たに後半のスタートを切り
ました。
　議題１は残念ながら次期会長の選出ができませんでし
た。現メンバーだけでなく入会者を含めて至急決定しなけ
ればなりません。議題２はこれまでも他クラブのプログラ
ムに進んで参加してきました。特にお隣の東広島クラブの
プログラムにはほとんど参加してきました。今後とも交流
を深めていきます。議題３と４は今回は見送りました。　
　例会後駅前の元クラブメンバーのお店で新年会を行いま
した。



　東広島クラブ
新春ボウリング例会

サンスクエアの事務所

備後バラばらよさこい踊り隊

福山ワイズのビール販売

写真：谷本さん提供

日時：2017 年 1月 14日 ( 土 ) 11 時 ̃14 時 
会場：東広島賀茂ボウル
今年も西中国部の４チームが参加してクラブ対抗ボウ
リング例会が開催されました。 

【団体人成績】 
１．  広島              （藤川メン・金子メン）   ５７２ 
２．東広島　　　（財満メン・谷本メン）   ５５９ 
３．福山　　　　（竹井メン、辛島メン）   ５５３ 
４．岩国みなみ　（佐竹メン、高瀬メン）   ５１３ 

【個人成績】
１．竹井 メン   ３３３
２．藤川 メン   ３１２
３．財満 メン   ３０６

 以下交流事業主査の谷本さんのお話です。 

「昼食会においても皆様と楽しく歓談できましたことを
嬉しく思って おります。交流事業主査として、このよ
うな交流の場を持つことができて幸い です。
　皆様のご希望に応えて、来年も１月の第 2 土曜日
（13日）に実施 する運びとなりました。
今回は、呉クラブと岩国クラブからは、参加がありま
せんでしたが 、次回は西中国部の
全てのクラブから参加者を得て、部の交流行事として
実施したいと 考えております。」 

ホームページを閲覧できます： ys-fukuyama.jimdo.com　検索：福山ワイズメンズクラブ

・西中国部　新年合同例会
   日時：1月 28日（土） 17 時 30 分～ 20時
　会場：岩国 YMCAと半月庵

・第２回東西日本区交流会
   日時：2月 24日（土）-５日（日）　
　会場：東山荘

・第２0回西日本区大会
   日時：6月 9日（金）～ 　前夜祭
　会場：国際ホテル菊池笹乃家

    日時：６月 10日（土）～ 11日（日）
　会場：ホテル日航熊本

今後の行事予定

　昨年末１２月２６日から年始の１月１２日まで福
山ブランチのロビーにて書道展を開催しました。展
示は専門学校で講師を勤められておられました甲谷
有美先生にお願いいたしまして、新しい年の干支・
酉に因んだ作品を選び出展していただきました。下
は先生の作品に込めた思いを記していただきました。

　この度、年末年始に
福山 YMCA ロビーに
て、『甲谷有美 迎春書
展』を開催させて頂け
ましたこと、大変光栄
に思っております。心
より感謝申し上げます。

  書展のテーマは今年の干支「酉」。「酉」や「鳥」に
因んだ言葉や文字を中心に 20点を展示致しました。
「酉」は酒壺の象形から成立した文字です。

　なぜこの字が干支のトリ
に当てられたのかは諸説あ
ります。中でも私が注目し
たのは、十番目の干支であ
ることから、時を表す場合
の十月、つまり収穫期を意
味することです。「酉」は、

収穫した作物から酒を抽出する意から、成熟が極限
に達した状態の意ももちます。酉年は実り年です。

　また、「酉 ( トリ )」は「取り込む」に繋がると言われ、
運気もお金も取り込める繁盛の年だそうです。そし
て、「鳥」は翼を広げ大空に羽ばたいていく、明るく
希望に溢れた飛躍の年。

　今回、「鳥」に因んだ諺として  
「 早起きは三文の徳」を書きまし
た。これは英語で “The early bird 
catches the worm.” と訳されるた
め、日本語と英語を書いた作品に
仕上げました。早起きをして、た
くさん収穫できる鳥 (bird) になりたいものです。

　また、「一石二鳥」には「 まずは石を投げるとこ
ろから」との私の解釈つきで作品にしてみました。
勇気を出して挑戦してみれば、得られるものは数知
れずあると信じています。

  書は、文字や言葉を見え
る形で表現することで、
目にする人に、その意味
を訴える力があります。
この書展で、「酉」の豊か
さや「鳥」の飛躍の様が
伝わって、素晴らしい年

を思い描ける年始となって頂けましたら幸甚です。

迎春書道展
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