
２０２０～２０２１年度 主題
国 際 会 長(ＩＰ) Ｊａｃｏｂ Ｋｒｉｓｔｅｎｓｅｎ （デンマーク)

主題：“VALUES, EXTENSION and LEADERSHIP ” 「価値観、リーダーシップ、エクステンショ ン」

Ｓｌｏｇａｎ：“ ＴＲＵＳＴ ＩＮ ＴＨＥ ＲＩＶＥＲ ＯＦ ＬＩＦＥ” 「命の川を信じよう」

アジア太平洋地域会長(ＡＰ) Ｄａｖｉｄ Ｌｕａ（シンガポール）
主題：“Ｍａｋｅ ａ ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ” 「変化をもたらそう」

Ｓｌｏｇａｎ：“ＩＮＳＰＩＲＥ” 「奮い立たせよう」

西日本区理事(ＲＤ) 古田 裕和（京都トゥービー）

主題： “Ｌｅｔ’ｓ ｄｏ ｉｔ ｎｏｗ ！.” 副題：“2022に向け誇りを持って Ａｌｌ ｉｓ ｗｅｌｌ．”
京都部部長(ＤＧ) 中村 隆司（京都ウェ ル）

主題：「人生は一度きり」 ～出会いから全てが始まる～
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１９４７年に京都ワイズメンズクラブが誕生して七十三年、

今期の会長を勤めさせていただく坂口大輔です。このブリテン

（会報）は、ワイズメンズクラブやＹＭＣＡだけでなく、広く

一般の方々もご覧いただいていますので、あえてフルネームで

ご挨拶を申し上げます。

私が会長主題にした、“未来に繋がる形作り”について話さ

せていただきます。京都クラブの皆さんと話していると、「最

近メンバーの平均年齢が下がってきた！」という言葉をよく耳

にします。確かに、私は入会して３年になりますが、その後も

毎年若い入たちが入会されておられますよね。正直言って、私

もワイズとは何？、京都クラブて何やねん？ということは未だ

よくわかっていません。ただ一つだけ、悪い人はいない、様々

な経験を重ねて充実した人生をおくっている人たちの集まりと

いうことだけです。しかし、今のこの時代に、そんじょそこら

にこんな素敵な遊び場所があるでしょうか。

私の場合、入会式の宣誓は「？？？ですが、入会します！」

がホンネでした。ですが、それでも、７月入会予定の宮脇さん

のオリエンテーションをしているときには文章の意味も少しわ

かってきていて、アレ理解出来てるやんと、成長を？を少し感

じました。それで、メンバーの皆さんにお願いです。私をタマ

ゴからヒヨコに育てていただき、会長にまで押し上げてくださっ

た皆さん、これから入ってこられるタマゴと、入会したてのひ

び割れタマゴを、ヒヨコになるように育てて下さい。遊びなが

ら勉強が出来る素晴らしい鶏小屋にして下さい。

新型コロナ騒ぎで次期会長研修会や７２期下半期の各事業が

中止になり、不安がイッパイでしたが何とか７３期をスタート

することが出来ました。これまでは疎かったインターネットの

ＺＯＯＭやオンラインでのやり取りも経験出来て、時代に乗っ

かれた気にもなれました。しかしながら、根っからのアナログ

人間なので、やはり顔を見て喋ったり、笑ったり、質問を投げ

掛けたりしたいのが本心です。L I N E よりメール、メールよ

り手紙、手紙より対面が楽しいと思います。

クラブのある先輩からいただいた言葉です。「会長は原則と

して一年しか出来ない。その中でクラブメンバーが会長を男に

してやること、それがメンバー皆の思いやで。その為には、あ

んたも男になる覚悟を持ちや。分からんかったら聞いたらええ

し、もし厳しい事を言われても自分の意思をハッキリと主張せ

えよ！任期が終わる頃には顔立ちが、も一つキリッとしとるわ！」

これ以上モテたらどうしましょう。プレッシャー！！と感じな

がらも、楽しそう！！と思うスタートが切れました。これから

一年よろしくお願いします！

最後になりますが、先日大阪で仕事をしていたら、ＹＭＣＡ

の帽子を被った園児達が歌いながら散歩をしていました。引率

されていた保育士さんに、「こういう姿に出会ったら、ワイズ

活動してて良かったと思います。」と、自然に言ってしまいま

した。保育士さんは笑顔で、「いつも有難うございます。」と

言ってくださり、帰り道に僕も鼻唄を口ずさむ程上機嫌で帰り

ました。

未 来 に 繋 が る 形 作 りを

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

６月例会出席率 在籍者２８名（内功労会員１名）
新型コロナウィルス感染拡大防止のため６月例会は
中止 ６月の出席率→算定不能
５月例会出席率全ﾒｰｷｬｯﾌﾟ参入後結果→算定不能

ニコニコ

６月分 ０円

累計 ５２,０００円

クラブファンド

６月分 １１７,２０４円

累計 ６７３,０９０円

ＢＦポイント

切手

累計

１

第７３代会長 坂口 大輔

神の栄光のためにキリストがあなたがたを受け入れてくださったように、あなたがたも互いに相手を受け

入れなさい。 （ローマの信徒への手紙１５：７－１３）
今月の聖句

相手を受け入れるのは難しい。自分が受け入れられるのは当たり前、人を受け入れるのは嫌、なんていう、ひどく傲慢でわがままな自分に

出会う。なぜこうなるのだろうか。私たちにとって大切なのは、愛や正義や優しさのはず。けれども、これらよりも、自分のプライドを上

に置こうとするから、こんなことが起こるのだろう。イエス様の十字架は、これとは全く逆の出来事だった。自分のプライドどころか自分

の命よりも、愛の方を優先された。そのような愛が、人類を救った。人を受け入れ、愛の道を歩みたい。

日本聖公会 京都聖マリア教会 ミカエル 藤原健久

京都ワイズメンズクラブ 第７３代会長 坂口 大輔

主題：「未来に繋がる形作りを」

強 調 月 間

の月
Ｋ ick-off
ＥＭＣ -ＭＣ
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2019-2020年度 ６月度 現新合同役員会
６月９日（火）１９：００～於:三条ＹＭＣＡ

出席役員 ：２３名 欠席役員 ：０名 その他出席 ：１名
＜議案＞

一．次期執行役員・委員長について、

（会長）坂口大輔、（副会長）合田太一、石若義雄、（書記）井上和久、金澤

市郎、（会計）西村博一、竹花佑磨、（直前会長）山本晋吾、（次期会長）井

上和久、（幹事）柴田善朗、田中孝明、（担当主事）今井泰二、（会計監査）

三井哲次、村上晃、（YMCAサービス・ユース委員長）相原隆幸、（地域奉

仕・環境委員長）高田敏尚、（ファ ンド委員長）山本晋吾、（EMC委員長）大

田龍二、（広報委員長）倉田正昭、（国際・交流委員長）杉本仁郎、（ブリテ

ン委員長）廣島義夫、（ドライバー委員長）鍵谷将宏、（文献保存）片山巌、

（メール委員）井上和久、（西日本区理事事務局員）合田太一

二、総会資料を総会に提案することについて、内容を一部修正する。

三、会長引継式を本日6月9日20:00～開催する。

四、定期総会を7月7日に開催する。

以上承認

＜報告事項＞

（１）アジア太平洋地域のエッセンシャルワーカー表彰推薦

（医療従事者・相原ワイズ、村上ワイズ）

＜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：リトセン夏期準備ワークは、ＹＭＣＡから専門職のみの協力依

頼があった。参加者は個人参加となる。（クラブに依頼があったのなら集

合時間を決めたほうが良いのではないかとの意見あり）

地域奉仕・環境：ボウリングが中止となり京都部協賛金（１万円）を行った。

ドライバー：例会が休止となり、加藤総主事、京都府国際交流員（？）のフ

ランスの方、ＪＲ新幹線の方の卓話の例会が出来なかった。次期で、検討

していただければありがたい。

ＥＭＣ：２月入会の竹花さんの歓迎会が未実施。皆さんでフォローをお願い

したい。

国際・交流：コロナの関係で、予定していた三島クラブの京都交流訪問が

延期になったが、京都クラブの皆さんによろしくと伝言があった。また、新

たなＩＢＣの動きも身動きできなくなってしまった。とやまクラブ会長からは、

ぜひ、京都クラブを訪問したいとのお話をいただいている。

ブリテン： 各事業の中止が相次ぎ、記事がなくなり紙面数を減らさざるを

得なかったが毎月発行した。

広報：２月例会、入会式、インタビュー動画、ブリテンをＨＰにアップしてい

る。フレンズメールは１月発行から間が空いたが続けていく。東京クラブ

のＺＯＯＭ例会に参加した。

ファ ンド：淡路島の玉ねぎはメンバーに好評であり、ファンドの金額も大き

かったので、来年度は取組みを拡大したい。パーカーについては配布す

ることができなかったので、次期へ引き継ぐ。

＊次回の役員会：７月７日（火）１９：００～総会終了後 場所：京都YMCA

役員会報告1．サマーキャンプ・サマープログラム情報
夏休み中の子ども達のためのサマーキャンプとス

イミング・体操のサマープログラムの日程等が決まり

ました。 詳しくは、下記のQRコードを読み取ってご覧になれます。

会員の方のお申込期間は以下の通りです。ぜひご参加ください。

お申込み期間： （Web）6月29日（月）～ （電話）検討中

お申込み先： 京都YMCAウエルネスセンター

下記のQRコードを読み取ってお申込みください。

お問合せ： 京都YMCAウエルネスセンター TEL：075-255-4709

リトセンで順調に育っている「高井桜」

2020年７月の予定
７日（火）総会＆役員会 １９：００～ＹＭＣＡ三条本館

１４日（火）キックオフ例会 １９：００～ホテル日航プリンセス京都

2020年８月の予定
４日（火）役員会 １９：３０～ＹＭＣＡ三条本館

１１日（火）例会

72代山本会長→73代坂口会長 引継式

違って、簡素なかたちの引継

式ではあったが、第７２代の

山本会長と第７３代の坂口会

長にとっては、大変重要なひ

とときであったことだろう。根

アカの坂口会長が、コロナに

負けずに京都クラ ブの歴史

を新たに刻んでくれる事を期

待して、メンバーみんなで盛

り上げて行きましょう。

新型コロナウィルス

感染拡大を避けて中

止になった６月引継

例会にて執り行われ

る予定であった会長

引継式が、４ヶ月ぶり

に開催された６月現・

新合同役員会におい

て実施された。

例年のように例会の

中で執り行われるのと


