
２０１９～２０２０年度 主題・Ｓｌｏｇａｎ・副題
国 際 会 長(ＩＰ) Jennifer Jones （オーストラリア )

主 題：“Building today for a better tomorrow” 「より良い明日のために今日を築く」 Ｓｌｏｇａｎ：“On the MOVE!!” 「さあ動こう!!」
アジア太平洋地域会長(ＡＰ) 田中 博之 （日本）

主題：“Action!” 「アクショ ン !」 Ｓｌｏｇａｎ：“With Pride and Pleasure ” 「誇りと喜びを持って」

西日本区理事(ＲＤ) 戸所 岩雄（彦根シャトー）

主題：「風となれ、ひかりとなれ」 副題：「こころ豊かにあるために、輝くために」
京都部部長(ＤＧ) 島田 博司 （京都ウエスト）

主題：「限界を超えろ！」 ～“Y's Power ? No Limit !”～
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今年も全国４７都道府県制覇に向けて１０日間旅行に行っ

てきました。自分の足で観光をした事がない県は残り栃木県・

群馬県・茨城県・鳥取県・島根県・山口県の６県です。例年、

行こうと思う県だけ決めて詳細はその日任せのお気楽旅行を

しています。今回の旅行で立ち寄ったルートは城崎温泉（兵

庫）⇒鳥取市⇒米子市⇒皆生温泉（鳥取）⇒松江市⇒玉造温

泉（島根）⇒出雲市⇒湯田温泉（山口）⇒下関市⇒北九州市

⇒岩国市⇒広島市という結果となりまし

た。私の旅行は自転車（ロードバイク）

を輪行する事も多くあるのですが、今回

は２月の日本海沿いの旅行となるため凍

結の可能性を考え電車・バスが移動手段

の中心でした。旅行中の全ての出来事を

書こうとすると一面でも足りないので旅

行全体の印象と記憶に残った場所について書かせて頂きます。

まず旅行全体の印象として、今年は暖冬で旅行中の天候に

も恵まれていたので各観光地で素晴らしい景観を堪能する事

が出来ました。しかし、本来好ましい事ではありますがロー

ドバイク乗りとしては自転車を置いてきてしまった事に少し

後悔の念が残ります。もう一つは今猛威を振るっている新型

コロナ・ウイルス（COVID-19）が世間で騒がれだした時期の

旅行だったため中国人を中心とした旅行客が激減していた事

が印象的でした。元々一人旅なので例年ホテルを当日取る事

も問題は無かったのですが、今年はまず値段がかなり安くなっ

ており、またシングル料金で部屋を取ったのにツインかダブ

ルの広い部屋しか用意されませんでした。

各観光地でもそれは顕著で、特に印象に残っているのは鳥

取砂丘です。鳥取砂丘に行った事がある方はご存知だと思い

ますが、鳥取砂丘は砂漠の敷地面積は広いですが結構観光客

も多い場所です。しかし、私が鳥取砂丘についた日はどこを

見ても観光客は誰もおらず、本当に砂漠に

一人取り残されたように景色が広がってい

るという貴重な経験をしました。

あまり知られていない観光地としては山

口県の北部にある元乃隅神社をご存知でしょ

うか？崖の上に123基の真っ赤な鳥居が連なっ

ている海岸の神社です。人里からは離れた

場所に京都の伏見稲荷神社のような美しく連なった鳥居があ

るのが記憶に残ります。今回この神社までの移動のみ、レン

タサイクルでクロスバイクを借り片道４０ｋｍの道のりを移

動したのですが、自転車はあまりお勧めはしません。かなり

勾配の激しい山道を進んでいくことになるので今後参拝して

みようと思われる方は車で行かれる事をお勧めします。私の

全国４７都道府県制覇の旅も残すところ栃木・群馬・茨城の

北関東といわれる３県を残すのみとなりました。北関東の魅

力に詳しい方がいましたら、ぜひ情報提供を期待しています。

１

京都ワイズメンズクラブ 第７２代会長 山本 晋吾

主題：「みんな仲間・楽しもう」 ～“ Let's enjoy all family ”～

強 調 月 間

の月

CHA R TE R E D 19 4 7

全国４７都道府県制覇の旅達成まで残り３県

JW F

兄弟たち、皆一緒にわたしに倣う者となりなさい。 （フィリピの信徒への手紙３：１７）今月の聖句

大人の義務の一つに、「子どものお手本となる」がある。今、これがとても軽んじられている。身近な大人から社会の指導者ま

で、無責任かつ自分中心の言動が多すぎる。子ども達に申し訳が立たない。パウロは「私を見倣いなさい」という。自分は正しい

事を行っている、という自信がある。この自信は、自分の弱さと、それによる苦労の経験から来ている。暴力で迫害されながらも

力で返さず、蔑まれながらも人々を恨まず愛してきた、自分の生き方こそ、イエス様に祝福されるとの確信がある。力ではなく愛

の価値観に生きる時、私たちは苦労するが誇りを持つことができる。そのような時、胸を張って、自信をもって、「私を見倣うと、

必ず幸せになれるよ」と語り掛けることができる。 日本聖公会 京都聖マリア教会 司祭 ミカエル 藤原健久

“ T O A C K N OW LE D G E T H E D U T Y T H A T A C C O M P A N IE S E V E R Y R IG H T ”

２月例会出席率 在籍者２９名（内功労会員１名）
例会出席者２５名 ゲスト０名 ビジター０名
事前メーキャップ０名 ２月の出席率→８６.２％

１月出席率全メーキャップ参入後結果→８５.７％

ニコニコ

２月分 ４,０００円

累計 ５２,０００円

クラブファンド

月分 , 円

累計 ４５２,１９５円

ＢＦポイント

切手 ０ｐｔ

累計 ０ｐｔ
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２月２２日、新型コロナウイルスが流行する中、開催が心配さ

れた神戸ワイズンメンズクラブの９０周年記念例会が開催され、

約１５０名のワイズメンが集いました、京都クラブからは４名の

登録でしたが、体調がすぐれない２名は無理をせず欠席して２名

が参加しました。

第一部の記念式典では、タイ チェンマイＹＭＣＡスタッフの

ムアンジン ナルバチャ氏のメッセージ「平和への道」がありま

した。1969年、神戸ＹＭＣＡがチェンマイＹＭＣＡを立ち上げ、

また、1984年、神戸クラブと神戸ＹＭＣＡが、日本・タイのユー

スワークキャンプを開始し、互いに文化を学び、様々な体験を共

有する取組が継続してきたこと等の報告がありました。神戸とタ

イ・チェンマイとの友情と信頼への感謝がありました。

日本で唯一の国際登録をしたメネットクラブである神戸ワイズ

メネットクラブも５５周年となったとの挨拶もあり、メネットの

活動の歴史にも驚きました。

歴史に圧倒された神戸クラブ９０周年記念例会

２月は＜断食の月～Time of Fast＞。祝日明けの１２日

『ＹＭＣＡを会場に、ホテルの料理を断って、創業安政三

年の老舗・下鴨茶寮の京懐石辨当に舌鼓を打つた。

そして、新年早々から縁起の良い、竹花さんの入会式。

自分の仕事もちゃんと整理して、これからの人生の筋道を

キチンと考えたうえでワイズライフを楽しみたいと力強く

挨拶され、また一人素晴らしいメンバーが加わって京都ク

ラブに吹く新時代の春風を感じるひとときだった。

この日の講師は、メンバーの井上ワイズ。中学時代から

ギターを弾き、バンドを組んでライブハウスにも出ていた

ミュージシャンだが、今はレッキとした行政書士。

行政書士とは、一般の人の依頼を受けて役所に提出する書

類などを代作するのが仕事で、いわゆる「代書屋」と呼ば

れていたもの。商売をしている個人事業主の手助けや外国

人の滞在許可申請など、お役所に出す書類を作って提出す

る仕事を代理で行っている。世の中の人にとってはとても

便利な筈だが、実際は認知度が低く、確定申告を迎えてい

るこの時期も利用は少ない。

また一方で、“一つの窓口でコトが済む役所のワンストッ

プ化”や、“自宅のＰＣで片付くデジタルファースト化”

が進んできており、「行政書士はどうなるのか？」、「代

書屋から幅を広げることが出来るか？」、「私はどうすれ

ば良いのか？」が最大の問題とのことだった。

２月ＴＯＦ例会で、新時代の春風を感じる入会式 2月12日（水）

2月22日（土）
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第二部では筝曲演奏家濱地智枝氏の『十段の調』等の素晴ら

しい和琴演奏があり、箏の柱を落とすハプニングなどもにもか

かわらず、とても心地よい音色に酔いしれました。懇親会では、

美味しい食事をいただきながら、楽しい話に盛り上がりました。

最後に実行委員長から、今回の記念例会を開催し、「クラブ

メンバーが９０年の歴史を認識できた。日頃はクラブが続いて

いるのが当たり前に思っていたが、改めて９０年の重みを感じ

ることができた。」と参加された方々へのお礼のあいさつがあ

りました。

1930年から続く神戸クラブ９０年の歴史に圧倒されながらも、

私たち京都クラブも、メンバーがクラブの歴史を再認識できる

取組みが必要かもしれないと考えました。

２１名の学生の内、２名が３月で卒業する４回生。自分の為にというより、後輩の為に欠かさずトレーニングに参加して

くれる情熱。表に立ってリーダーシップを発揮してくれた２回生のパワー。一人でもみんなの為にと活躍してくれた３回生

の存在感。そんなすべての先輩たちのお陰でスキーの魅力、ＹＭＣＡキャンプの魅力をたくさん感じたであろう１回生の純

粋な心…。リーダートレーニングに関わって一緒に作り上げてくださった講師の方々に感謝！

２/１０～１２ ＹＭＣＡ スキーリーダートレーニング
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１．第15回 京都YMCA

インターナショナル・チャリティーラン2020
今回は、会場を変えて開催いたします。大会運営、競技参加、協

賛金、物品寄贈などでご協力をお願いいたします。

日 程： 2020年5月17日（日）

会 場： 嵐山東公園周辺コース

所在地： 京都市西京区嵐山

アクセス：阪急嵐山駅または松尾駅から徒歩5分

お問合せ：京都ＹＭＣＡ （TEL）075-231-4388

２．2020年4月からの子どもウエルネスプログラム申込み
4月スタートのクラスの申込受付をします。

クラスの詳細は プログラム予約サイトe-YMCA（京都）をご覧くだ

さい。

◆申込受付期間 Web受付：2020年2月21日（金）～

※定員に達し次第、電話にてキャンセル待ちを受け付けます。

Tel受付：2020年3月3日（火）10：00～

◆募集プログラム 野外体験学習プログラム スイミングスクール

体操 サッカー バスケットボール キッズダンス アフタースクール

お申込み・お問合せ：京都YMCAウエルネスセンター

（TEL）075-255-4709

詳しくは予約専用サイトe-YMCAをご覧ください。

https://e-ymca.appspot.com/kyoto/index

Ｎ Ｅ Ｗ Ｓ

京都クラブのブリテンは、コスト削減のためパソコンで編集し、ク

ラブ所有のレーザープリンターで４５０部手作りで作製していました

が、数年前から印刷をネット印刷に変更することによって、さらに大

きくコストを下げることに成功しました（年間予算10万円以内）。この

ブリテンは京都クラブのＨ/Ｐ http://www.kyotoys.com/ では

月初にご覧いただけます。このブリテンに関するご質問、ご意見、

ご感想などございましたら、お気軽にブリテン編集長の三井哲次

までお寄せください。お待ちしています。

Ｅma il ： tanupon@mbox.kyoto-inet.or.jp

３月の予定
３日（火）役員会 (中止）～ＹＭＣＡ三条本館

８日（日）全国車いす駅伝競争大会 （中止）～ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽホテル京都

１０日（火）例会 １９：００～ホテル日航ﾌﾟﾘﾝｾｽ京都

１３日（金）京都Ｙ日本語科卒業式 １０：００～ＹＭＣＡ三条本館

２２日（日）リトセンチャリティーゴルフ ～ﾒｲﾌﾟﾙﾋﾙｽﾞｺﾞﾙﾌ倶楽部

４月の予定
７日（火）役員会 １９：３０～ＹＭＣＡ三条本館

１４日（火）例会 １９：００～ホテル日航ﾌﾟﾘﾝｾｽ京都

１９日（日）夜桜フェスタ リトリートセンター

2019-2020年度 ２月度 役員会
２月４日（火）１９：３０～於:三条ＹＭＣＡ

出席役員 ：１２名 欠席役員 ：６名

＜議案＞

一．神戸クラブ90周年記念例会参加者への補助について

会則に従い2万円を限度に登録費半額（10,000円×0.5）を、クラブ会計から

負担する（金澤ワイズ、相原ワイズ、柴田ワイズ、中村ワイズ）

二、75年記念誌制作について

50周年記念誌以降、75周年までの25年間の記念誌を制作する。なお、制

作方法や予算等は、今後、検討。

(3)合田ワイズの2020～2021西日本区理事事務局員の就任について

次期古田理事からの就任依頼文が届き、合田ワイズが就任を承諾。

(4)メネット事業のベルマーク回収について

京都部から協力依頼があったが3月27日（金）が期限であり、これからクラ

ブとしては集めても期間がないため、クラブとしては取組まない。

以上承認

＜報告連絡事項＞

①高井桜（仮称）植樹について：2月27日（木）午前10時～リトセンにて。多

数出席お願いしたい。

②竹花さんの入会式を2月例会で行う予定。

③片山ワイズからクラブへ、50周年記念誌増刷のための使途指定寄付金

（15万円）をいただき、50周年記念誌を増刷した。新入会者等に配布する。

例会場に10冊程度保管し、それ以外は三井ワイズ宅設置ロッカー内に保

管し、配布の都度、例会場に補充する。

なお、書記が在庫及び配布先を管理する。

④クラブメンバーの名刺をブリテン委員会に作成してもらう。新規入会者、

会長就任及び次期会長就任時は費用はクラブ負担(ブリテン委員会予算)

とするが、他のメンバーは100枚/700円程度の自己負担をお願いする。な

お、新入会員の名刺はEMC委員会が例会時に入会希望者の写真を撮影し、

名刺作成のためブリテン委員会に氏名等の必要なデータを報告する。

④京都部第2回評議会2月2日（日）にてキャピタルクラブ石倉ワイズが次々

期部長候補に決定。

＜各事業委員会報告＞ 委員会日程は別紙日程表を参照ください
Ｙサ・ユース： ピンクシャツデイは不参加。日本語学科との交流会は2月27

日（木）18時半～、屋台屋で開催。5月17日にチャリティランが嵐山（川の西

側、渡月橋と松尾橋の間）で開催。2月21日に実行委員会がある。

地域奉仕・環境：京都部ボーリング大会2月23日（日）開催予定。メンバーに

は半額補助を行う。車いす駅伝3月8日（日）９名参加。4月19日（日）夜桜フェ

スタ開催、2月28日に実行委員会がある。

ドライバー：2月例会は三条Yにて、司会三井ワイズ、スピーチ大田ワイ

ズ。4月例会は講師例会を検討。

ＥＭＣ： 特になし。

国際・交流： 三島クラブとの交流会（リトセン・ぼたん鍋予定）は5月頃（コロ

ナウイルス、行楽シーズンを避けて）に延期。

ブリテン： ブリテン２月号は完成済み例会時に配布し2月14日に発送。

広 報： １月例会の動画ＵＰ、その他過去の例会等の動画もＵＰ済み。会

長へのインタビューを予定。1月30日にブリテンもUP。1月フレンズメール

（72名登録）で例会の案内。

ファ ンド： パーカー3,900円、2月例会にて締切。ビュッフェ ディナー2月26

日（水）19時半～ウェスティン都ホテル・2階レストラン洛天（洛う）、

文献保存：75周年記念誌制作を提案（上記議案）

アルバムチーム：原稿と写真で87ページ程度表紙裏で91ページ200冊作成

予定、現在順調に学校側の再校正を依頼中。

・＊次回の役員会： ３月 ３日（火）１９:３０～ 於:三条ＹＭＣＡ

役員会報告

びわこ部 高島ワイズメンズクラブ
１.設立記念報告会

日時：4月25日（土）受付13:00、開始13:30～17:00

会場：奥琵琶湖マキノグランドパークホテル0740-28-1111

高島市マキノ町(JRマキノ駅から送迎バスあり５分)

登録費：7,000円

２ 加盟認証状伝達式

日時：5月23日（土）受付14:00、開始14:45～18:45

今津サンブリッジホテル0740-22-6465

高島市今津町(JR今津駅から送迎バスあり10分）

登録費10,000円


