
The service club to the YMCA, affiliated with the international association of Y's Men's Clubs.

おめでとうございます！

☆１２月の誕生日：松尾健太郎 ys
杉野美江ｍｔ・麻生雅子ｍｔ

☆１２月の結婚記念日：なし

☆みなみクラブのホームページ・アドレス = http://www.minami-ymc.info
□企画例会：毎月第１火曜日 ／ 会場 熊本みなみＹＭＣＡなど／１９：２０～２１：３０
□定 例 会：毎月第３火曜日 ／ 会場 ホ テ ル 日 航 熊 本 ／１９：００～２１：００
□事 務 局：〒862-0962 熊本市田迎5-12-50・熊本みなみＹＭＣＡ内 ／ Tel.096-378-9370

The Y's Men's Club of
Kumamoto Minami
熊本みなみワイズメンズクラブ会報
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平成１８年1２月1９日発行

□国際会長主題(Choi Han-ki) ： 愛をもって積極参加 ／ Active Participation with Love
□アジア会長主題(Lee Joo-min) ： 参画、そして感動を！／Participation and Inspiration
□西日本区理事主題(森本榮三) ： １人はみんなのために、みんなは１人のために
□九州部部長主題(立山範子／熊本クラブ) ： 広げようワイズの輪、楽しい仲間

◇緒方大介みなみクラブ会長主題 ： まず懇親を深めよう！楽しいところに人は集まる

＜１２月クリスマス例会＞
◇日時 １２月１９日(火)19:00～ 21:00
◇会場 ホテル日航熊本

◇司会 １部：大村ワイズ・２部：山形ワイズ

－第１部－

１．開会宣言・点鐘

２．ワイズソング「いざたて」 ＆「きよしこの夜」

３．会長挨拶

４．ゲスト＆ビジター紹介

５．ハッピーバースデイ＆アニバーサリー

６．諸報告

－第２部－

７．食前感謝

８．乾 杯

９．コメットによるハンドベル演奏

10 ． Who's Wind Ansanbleの吹奏楽
11 ．ゲーム＆隠し芸
12 ．オークション
13 ．ワイズソング「なごりはつきねど」
14 ．閉会点鐘

今月の聖句
藤川登士郎

わたしは、平和をあなたがたに残し、わたしの
平和を与える。わたしはこれを、世が与えるよう
に与えるのではない。

（ヨハネによる福音書１４章２７節）

最近、いじめの問題が数多く起こっています。
その度に、現代の子どもたちは、物質的に恵まれ
てはいるものの、本当に彼らは心の中は平和であ
るのだろうかと思います。こんなに豊かな何不自
由な時代ですが、本当に多くの子どもたちの心は
平安なのでしょうか。
平和というものは、争いのない安穏な状態と辞
書にはありますが、私たちは、内
面の平和というものをこの時代、
これから考えていくことが必要な
のかもしれません。
メリークリスマス！すべての人々
の心に平安が訪れますように。

＜１１月例会記録＞
在籍会員 ２１名 ゲスト １名
出席会員 １５名 ビジター １３名
広義会員 なし メネット ３名
メイキャップ ０名 コメット ０名
出 席 率 ７１％ 出席者合計 ３２名

２００６年度・クラブ役員委員一覧
◇会 長 緒方大介
◇副 会 長 堀 隆之 ・ 木佐貫浩一
◇書 記 岡 成也
◇会 計 内村忠生
◇直前会長 村上 博
◇ドライバー 堀 隆之・麻生伸一・松本義広

犬童晶子・大村浩士・高山 勇
◇ブリテン 桑原純一郎・原口隆史・中村邦雄
◇ファンド 後藤慶次
◇Ｅ Ｍ Ｃ 杉野茂人・實 泰幸
◇地域奉仕 麻生伸一
◇Ｙサービス 岡 成也
◇交 流 木佐貫浩一
◇ウエルネス 山形継司
◇監 査 村上 博
◇メネット会 緒方 恵・堀 偵子
◇連絡主事 藤川登志郎



みなみクラブのバナーデザインが決まりました

－２－

会 長 通 信

第５期会長 緒方大介

12月です。みなさんお

忙しい毎日を過ごされて

いる事と思います。忙殺

されそうな毎日の中で、

例会や企画例会、役員会

などに出席する時間を割

くことは大変だろうと思

います。

メンバーのみなさんのご奉仕により毎月の楽し

い例会を開催することが出来ます。本当にあり

がとうございます。例会の重要性について「ワ

イズ必携」こう記されています。「～中略～

定期的に良質の職業人が目的意識をもって出席

し、自己研鑽の場所として自覚し、多くの異業

種のメンバーと接触する。このことが家庭に、

社会に良い影響を及ぼすところに奉仕クラブの

存在の意義と価値があり、そのことを自覚した

メンバーが更に次の実践となって実を結ぶので

ある。～中略～ 精神的親睦の効果的な演出の

場としての例会を、より楽しいものとするのは

メンバーとしての義務でもある。」

有名な「小堀理論」の一部です。まずは楽しい

例会を実践することが私達の最も大切な仕事な

のだろうと思います。

１２ 月 企 画 例 会 報 告

書記 岡 成也

日時：２００６年１２月５日／会場：シエスタ錦ヶ丘

参加者：緒方会長、堀、麻生、杉野、中村、内村、

山形、木佐貫、大村、藤川、犬童、後藤、桑原

＜協議・承認事項＞

１）１２月クリスマス例会

会費（メン・ビジター４０００円、メネット２０００円、

コメット１０００円 or ２０００円）や予算、プログラム、
役割分担などを決定し承認されました。詳細は事

業計画書を参照。

２）１月例会の卓話者として堀ワイズの紹介者に打診

します。

３）２月例会の卓話者に幸山市長を予定、依頼書を

作成して山形 ys と村上 ysから正式に提出して
もらいます。ブリテン３ヶ月分を添付／桑原準備。

４）３月例会の卓話者に市役所の感染症対策課の

課長を予定、エイズ問題がテーマで、山形 ys か
ら打診してもらいます。

５）原口 ys から提出されたクラブバナーのデザイン２
案を検討して、九州の形と十字星を組み合わせ

たデザインを選びました。原口 ys に色調とデザイ
ン等の調整をしてもらって制作に入ります。

６）アニバーサリー用記念品の選定を行い、（「トルコ

釉デミ・コーヒー碗皿」＠８２０×５０個＝４１,０００）
をかとう食器に発注することで承認されました。

７）メネット会の発足に伴い、ファンドとしてクラブファ

ンドより５万円を提供することで承認されました。

８）１月の企画例会は１月９日(火)１９：００、

会場は後日連絡。

＜報告事項＞

１）メネット会最初の活動として１１月２３日のコスモス

園フリーマーケットでの販売で、１万円強の売上

を上げることができました。これからも古着などの

販売でメネットファンドを作り、活動資金を確保し

ていきますので今後ともご協力をお願いします。

（緒方会長）

２）ＹＭＣＡでは、フォークソング世代の皆さんを対

象に「歌声広場わいわい」を企画しました。

日時：２００７年１月１９日(金)１９：３０～２２：００

会場：中央ＹＭＣＡフリースペース／会費５００円

ＢＢＶ２００７・歌声広場実行委員会が主催、歌を

聴いたりみんなで歌ったり、ゲストバンドの演奏を

楽しんだりして友達を作りませんか。（藤川ワイズ）

以上
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第２回火の国フェスタに参加して

内村忠生

やっぱり阿蘇は寒い。ちょっと大げさかな～と思いつ

つ。ダウンジャケットで向かったのだが午後の３時でも

十分寒い。平地と比べると軽く５度は低いという話が、
まさしく実感できてしまう^^。着いてみると、玄関先で
は既に阿蘇の赤牛のモモ肉が、炭火の上で脂を垂ら

しながら「ゆっくりゆっくり」回り始めているところに出

会った。う～ん・・・・・早く懇親会にならないかなぁ～

～と思いつつキャビンの中へ。既に椅子は準備でき
ているようである。本来火の国フェスタ実行委員会副

委員長を仰せつかった私としては席の準備くらいしか

お役に立てることがないので勇んできたのだが、実行

委員長の仲井ワイズはもっと早かったようです。しばら

くの後みなみクラブは桑原ワイズ、中村ワイズも登場

しいよいよ始まりです。今回の火の国フェスタは「ユー
スと出会う、ユースと語る」をテーマとしての集まりであ

り、パネルディスカッションでは「ユースはＹＭＣＡ・ワ

イズを元気にするか」という題目で田上ワイズを司会

に話が進められていった。加藤ワイズより「火の国フェ

スタのテーマに何故ユースを取り上げたのか？」「九
州ヤングの設立と反省」そしてワイズとしてはユースを

応援したいし継続できるユースクラブがあれば・・・と

いう思いが語られ。ユースリーダーの原田さん、西日

本区 Y サ主任の橋崎ワイズ、ジェーンズ佐間野コメッ
ト、ＹＭＣＡの藤原さん丸目さんから、日ごろの活動や
想い、そしてワイズユース設立や設立後の苦労話な

ど、職場や活動の現場の小さなことから、世界の動き

まで幅広い内容で、やはりワイズの活動にも若い力が

集まることができるならワイズユースの必要性・必然性

はあるということで、司会の田上ワイズから「ユースクラ
ブ設立に向けてスタートする」という火の国フェスタ宣

言で幕を閉じました。

さて・・・・さていよいよ懇親会のスタートです。阿蘇か

らも阿蘇クラブ設立に向けて１０名ほどの参加もあり、

司会の篠崎ワイズのもと先ほどの玄関先で美味しそう
に「クルンクルン」と回っていた、モモ肉ちゃんも登場

し、その他バーベキューをはじめトン汁、おでん、お

にぎりを肴に麦酒、日本酒、焼酎、ワイン、ウイスキ

ー、バーボンと遅れてみなみクラブの緒方会長、堀ワ

イズ、藤川ワイズも到着されて飲めや歌えの大騒ぎの
なかに、阿蘇の寒い夜は静～かに更けていったので

し た 。

教育基本法改正について

山形継司
「教育に関する大きな法律のターニングポイントに、

立ち会って」熊本市内の公立小学校のＰＴＡ会長をして
います。副会長も数えて満７年になろうとしています。そ
の間、様々な問題に直面してきました。新聞を賑わして
いることとそう変わりません。 学校の中で、いじめが多
発するのは、子ども集団が受験競争と管理の圧力を受
けてやり場のないストレスを抱えているからです。日本の
ほとんどの子どもは競争から逃れる事は出来ず、傷を負
います。うまく切り抜けてエリートになっても競争の中で
は人格が形成されない「人」になるのがおちではないで
しょうか。
国家の基本は教育です、それなのにそんないじめは、
法律を改正すれば解決をするでしょうか？教育基本法
がかかげる、人間の尊厳を大切にする教育、教師は子
どもや親が発する声に日常的に応えて教育を行うという
考え方を実現する事こそが、いじめをなくす最良の道と
信じます。この理念を生かすことこそ現代では、大事で
はないでしょうか。
人財こそ最大の資源と言われる日本の教育は、公平

な社会の「平和」と「繁栄」を担う次世代を育成するもの
でなくてはならない。 教育基本法改正を巡る法案と議
論には、欠落している視点が少なくない、と新党日本の
党首・田中康夫氏は表明しています。
１．人生経験の豊かな人財が教育に携わる重要性
２．寺子屋に学ぶ地域で支え育む教育の重要性
３．自分で考え、自分の言葉で記し、語る作文教育の
重要性

４．○×式の詰め込み受験の成績だけで人間を評価し
ない重要性
５．保護者の所得や居住する地域で格差を生じない
公平な教育の重要性

等を訴えている。 30 人規模学級の全学年導入、教員
採用試験の年齢制限の全面撤廃、青年海外協力隊経
験者の採用枠を設けること、民間人校長の積極的登用
等を行ってきた長野県に於ける教育改革は一考に価す
るのではないでしょうか。
本当に教育は校区や地域ぐるみで行うものだと確信して
います。また、堀田力氏（さわやか福祉財団理事長）は
自身のボランティアのすすめの中で以下のように述べて
います。「いきいきとボランティア活動をしている高齢者
は、例外なく若々しい。肌だけでなく、話にもツヤがあ
る。ボランティア活動は最高の介護予防である。願わく
は、もう少し子どもたちと一緒に遊んでほしい。自分の孫
をかまいすぎてその母親に叱られている祖父たちが少
なくないが、ご近所の子どもたちと遊ぶ段には遠慮はい
らない。自分の家を開放してもよいし、学童保育に押し
かけてもよい。ただし、子どもはしつけるものと考えてい
る高齢者は、遠慮してほしい。そういう感覚の高齢者は、
子どもを好きではないからである。―中略―お金の力だ
けで幸せになれると錯覚した時代は、日本では終わっ
た。今は、それぞれに違う人を誰よりも大切にする時代
である。幸せを妨げる旧い考えや仕組みを破り、すべて
の人をいきいきとさせる社会を築いていきたい。」 こん
な高齢者の方がいらっしゃる地域は幸せですよね！
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ワイズメンズクラブ国際協会西日本区

理 事 通 信

西日本区理事 森本榮三
理事主題「一人はみんなのために、みんなは

一人のために」― One for all、all for one

副題 「ワイズメン・国際社会に恩返し」

私の住む大阪･高槻から北を見ると北摂連山が

あり、秋色の木々が季節を表しています。モミジ

で有名な神峯山寺境内を雨の後に訪れると、一面

に赤の絨毯を敷き詰めたようで何ともいえない落

ち着いた気持ちにさせてくれます。四季がある日

本ならではの至極の贅沢が味わえます。

鳥取クラブの30周年記念式典で、埼玉和光教会

・三浦修牧師の「共に生きる」と題した記念講演

を聞きました。三浦氏は東京･山谷で労務者から

「わしら腹も空かしているが、心も渇いている。

教会はもっとしっかりせえ」と言われたことを話

され、「その地域の活動を担うということは、地

域の課題を当たり前に行うことであり、そのこと

が今、強く求められていることに改めて気付かさ

れた」とお話になりました。私たちワイズメンズ

クラブの活動も上滑りすることなく、グローバル

な活動と共に、地に付いた、地域に根ざした活動

が更に求められているのではないでしょうか。

11月28日の新聞に世界保健機関（WHO）研究グ

ループの発表として、AIDSの死者が2030年には死

因第3位になるとの予測が掲載されていました。

因みに1位は心筋梗塞、2位は脳梗塞などの脳血管

疾患でした。日本でも今年10月1日現在、HIV感染

者･患者の累計は12,020人で、急激な患者の増加

が懸念されています。12月1日は「世界エイズデ

ー」です。この日の前後に各地で関連行事が予定

されています。ぜひ参加してHIV／AIDSの知識を

得ていただければ幸いです。

熊本みなみＹＭＣＡ・スタッフ紹介-２

福 島 香 菜 美 さん

先日は、例会に参加をさせていただきありがとう

ございました。色々な仕事をされている方々との交

流は、今年、学校を卒業して仕事を始めた私にとっ

ては、とても楽しく有意義な時間でした。また、卓

話では、私の知らない国の

お話しを聞きながら、気分

はその国で遊んでいるよう

でした。世界にも目を向け

ていくことも大事だなと感

じました。とても楽しく過

ごすことができました。あ

りがとうございました。

熊本みなみＹＭＣＡ・スタッフ紹介-１

吉 村 優 子 さん

初めての例会への参加で大変緊張致しましたが、ワ
イズメンズの方の日頃のご活動を知って「なるほど！」と
いう思いが致しました。卓話での“ギリシアの魅惑とパ
ルテノン神殿の秘密”は、建築に関心のある私にとっ
て、とてもうれしいお話でした。心よりお礼申し上げま
す。沢山の方々との出会いは
YMCA という場に身を置き、神
様の導きで業に就かせて頂い
ているからだと思っていますの
で、私の担うことをしっかりと受
け止めて、積極的に皆様との交
流にも参加させて頂きたいと思
います。本当に楽しいひととき
を感謝致します。皆様の御働き
の上に、神様の御恵みが豊か
にありますように。

国際青少年育成協力年末街頭募金

に参加して

高山 勇

～ 12月 3日（日） 13時～ 15時、 JR熊本駅前～
街頭募金活動は、 10 年程前一度経験があったが、

実感の無い景気回復がマスコミで繰り替えされる今日、

募金箱を前にした街の人々の反応を感じたく参加し

た。光永館長、藤川さんをはじめ、 YMCA のスタッフ、
永野 Y ｓファミリー、内村 Y ｓ、そして小学生達の声が
響く熊本駅前に、地元の用事の為、 30 分遅れての参
加となった。

熊本の玄関......というには少し寂しい人通り。でも懸
命に募金協力の声をあげる小学生達。私は、最初は照

れがあり、声がでない。おまけに口がまめらない。

お願いする側に照れがあると、相手に伝わらない。

通行人の反応は様々で、全く興味を示さないビジネス

マン、協力したいけど勇気がでない若いカップル、なか

にはニッコリの笑顔とともに募金箱に入れていくご婦人

の方。

懸命に声を出している小学生の彼らに、どう映っている

のだろうか？募金箱の前を早足で過ぎ去るビジネスマ

ンの姿が、仕事に追われる日々の自分と重なった。寒

空の中、募金協力をお願いする立場になって、一握り

の優しさにその喜び

を感じた。参加した

小学生と共に、人とし

て忘れてはならない

ものを実感した貴重

な経験となった。



－５－

メネット会に参加して

永野 和子
クラブ創設以来、まだ立ち上がっていない「熊

本みなみクラブ・メネット会」。このメネット会の
設立に向けた準備が進められている中、活動資金
を試作るため１１月２３日(祝)、宇城市松橋町で
行われた「秋のこすもす大感謝祭」にフリーマー
ケットしました。
緒方メネット会長を筆頭に販売物品の収集から

始まり、値付け、積込、搬送など約２ヶ月におよ
ぶ準備を経て、さぁーいよいよ明日というのに、
天気予報では、雨が８０％の予測・・・。雨の場
合は、フリマは中止となっていたので、この集め
た品ものどうしょうと、緒方会長と気をもんでい
た時、「雨の場合もフリマも体育館で開催します」
と主催者側からの連絡！！ほっと胸をなでおろす
という裏事情もありました。
当日は、やっぱり雨。朝、荷物を預かっていた

だいていた、ジェーンズの亀浦会長の事務所集合、
ここには心強い助っ人の桑原メンも。１５個あま
りのダンボール箱を車に積み込み、いざ会場へ。
しかし、雨あしは強くなるばかり・・・。｢お客さ
ん、いるのかな？｣という、我がコメットの言葉に
「大丈夫よ！！」と自分に言い聞かせながら、車
を走らせました。
例年ならば、大勢で賑わう「大感謝祭」なのに人
もまばら。「売れただけ。できただけよ」という、
緒方メネット会長の言葉に、現場に駆けつけられ
た木佐貫メネットとも「そうだよね、初めてだし
ね」と、互いに励ましあい？？みなさんからご提
供いただいた、品ものを並べて、開店！！
コメットたちの「いらっしゃーい、子供服安いで
すよー」の声に、集まるお客さんたち。はじめは、
並びきれないほどあった品ものが、次々と売れて
いきます。コメットたちは、お店やさんごっこの
感覚でのりのりでした。特に、緒方コメットご兄
妹！！父の血か、いや母か。売り方がうまい！！
お客さんが「かわいかねー」といいつつ、買い求
めていただきました。で、結果は１万円強の売上。
初参加、雨の状況の中では、上出来だと思いまし
たし、参加した私たちが楽しかったのがなにより、
一番だと思いました。緒方メネット会長、メネッ
ト会初事業の成功お疲れ様でした。

１１ 月 例 会 の 報 告

藤川登士郎
11 月例会は、ビジター 6 名、吉本ワイズ国際

議長、立山九州部長、岩本時期九州部長、歌野ひ
がしクラブ会長、みなみ YMCA よりゲスト２名
のご参加をいただき活気あふれる会となった。
今月は木佐貫副会長による天鐘に始まり、立山九
州部長より公式訪問のご挨拶をいただきました。
お互いに支えあいながら、ワイズメンズクラブが
存在し YMCA の支援活動をしていることをあら
ためて実感した。諸報告では、緒方メネット会長
より、初めてのみなみクラブメネット会活動にな
ったコスモス園フリーマーケット参加の報告がさ
れた。また、じゃがいもファンド、菊池米ファン
ド、SO 報告など、みなみクラブが、益々活発な
活動展開が行われていることを感じる報告会とな
った。
卓話では、杉野ワイズよりご紹介の工学修士、

１級建築士の下川弘様より建築学をテーマとしな
がらも、決してかたいお話ではなく、P.P.による
Google Earth を駆使されての演出に、私たちは
世界旅行をするような楽しい感覚になりました。
そして、楽しいギリシア神話のお話(“ナイキ”
という名称は勝利の女神の名前であったことを知
りませんでした！)、皆さんが興味をそそられる？
エーゲ海のプライベートビーチのお話、そして本
題のパルテノン神殿の工法のお話には、一同感嘆
いたしました。卓話終了後も、質問の嵐となり、
正に“なごりはつきねど”の状況となりました。
11 月例会は、晩秋にふさわしくワイズ活動の実
りが報告され、そして、文化・歴史を考える機会
を与えられた、非常に有意義な会となりました。

卓話者の下川夫妻

堀 mt と６名のビジターの皆さん 木佐貫副会長

みなみＹＭＣＡスタッフ 立山九州部長



－６－

熊本みなみＹＭＣＡ通信

連絡主事 藤川登士郎

国際協力青少年育成年末街頭募金が今年も実施さ

れました。寒風突き抜ける中の街頭募金でしたが、たくさ

んのYMCAプログラム会員の子どもたちも参加しました。

募金をいただくたびに、熊本駅中に響く大きな声で、「あ

りがとうございました！」と精一杯に感謝の気持ちをあら

わします。今年度の国際協力募金のリーフレットには、“

ひとつのやさしさからたくさんのありがとう”と記されてい

ます。こんどは、海の向こうから「ありがとう！」と感謝の

気持ちが聞こえてくるようです。

【報 告】

●みなみYMCA健康教育リーダー研修会・学習リーダー

合同交流会 11月23日(祝) みなみYMCAにて健康

教育リーダー研修会が、中央ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽでは学習ﾘｰﾀﾞｰ

合同交流会が行われ、スタッフと合同で、MbＤの考え方

を学んだり、ロールプレイ等を通しての実践的な学び、

そして楽しい交流の場が創られました。今後も継続実施

予定です。

●浜線バイパス美化活動に新しい企業が参加 美化

活動賛同企業の協力を得て、浜線バイパス沿線企業に

今回の浜線美化活動の案内をし、新たに５社の参加を

得ることができました。今後も継続して案内を行い、正式

賛同企業としての参入を目標としています。

● YMCA 平和月間への取り組み 11月は YMCA
平和月間でした。みなみ YMCA のロビーには、109
羽の平和への願いのメッセージが込められた鳩が飾

られました。プログラム参加者、保護者、委員、職

員からたくさんのメッセージが寄せられ、平和につ

いてお互いに考える機会と場が創られました。

＊国際協力青少年育成年末街頭募金へのご協力あり

がとうございました！みなみ YMCA 担当の熊本駅
では 68,556 円集まりました。合計 547,524 円総勢
476名のご協力をいただきました。

【行 事】

●１２月１７日(日)みなみ YMCAクリスマス祝会
●１２月２０日(水)みなみ YMCAクリスマス礼拝
●１２月２１日(木)常議員クリスマス礼拝・祝会
●１２月２３日(日) みゆき教会クリスマス礼拝
● １月１０日(水)みなみ YMCA運営委員会

◇１月行事＆在熊クラブ例会案内◇

１月５日(金) ひがしクラブ例会

熊本テルサ／１９：００～

１月９日(火) みなみクラブ企画例会

会場： ？ ／１９：００～

１月１１日(木) むさしクラブ例会☆

ホテル日航／１９：００～

１月８日(月) ジェーンズクラブ例会☆

ホテルキャッスル／１９：００～

１月１５日(月) 八代クラブ例会 ☆

ホワイトパレス／１９：００～

１月１６日(火) みなみクラブ・新年例会

ホテル日航／１９：００～

１月２５日(木) 熊本クラブ例会 ☆

ホテルキャッスル／１９：００～

☆はメーキャップ対象行事です。

  　　　　☆　ワイズメンの心がけ１０カ条　☆

 １．例会には必ず出席すること。
 ２．会合の時間を厳守すること。
 ３．例会にふさわしい服装とバッジを着用すること。
 ４．会費はきちんと納めること。
 ５．積極的に委員として働くこと。
 ６．クラブの働きをよく理解すること。
 ７．新会員の獲得に心がけること。
 ８．常にクラブをＰＲすること。
 ９．家庭でのワイズの話題を欠かさないこと。
 10.ワイズメンとしての誇りをもつこと。

＊＊＊＊＊＊ 編 集 後 記 ＊＊＊＊＊＊＊

子供の頃、１２月というと木枯らしが吹いて雪が

降り寒さにふるえていたものですが、今年の異常な

暖かさは、どうしたことでしょうか？暖房費が節約で

きてありがたいことではありますが、ニュースでは相

変わらず地球の温暖化による様々な異変が伝えら

れています。先日、気候大激変をテーマにしたＳＦ

映画を観ていて、こんなことが起こりませんようにと

思わず祈ってしまいました。

師走という季節感がほとんどなく、テレビから流れる

クリスマスソングに違和感さえ覚えますが、間違い

なく、あと２週間でお正月、２００７年がスタートして

きっとまた、気づいたら１年が過ぎていたと言うこと

になりそうです。でも来年こそは、何か新しいステキ

なことを始めようと、懸命に目標設定を考えており

ます。

皆様にステキなクリスマスと良い年が訪れますよう

にお祈り申し上げます。（桑原）


