
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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112020,

ワイズメンズクラブの文章の各所によく出てくるフレーズに、

「キリスト教の精神」という言葉があります。ＹＭＣＡでは

「キリストの愛の奉仕」という言葉になります。ＹＭＣＡや地

域に対する、私達ワイズメンの様々なボランティア活動や奉仕

活動は、この「キリスト教の精神」に基づく「キリストの愛の

奉仕」の実践としてなされています。

３０年ほど前に、誰も見向きもしなかった荒れきったリトセ

ンを、子供たちが来たくなる施設にしようと、１年を通しての

京都クラブのリトセンワークが始まりました。それまでのワー

クと全く違う、早朝から夜まで（照明代わりにクルマのヘッド

ライトで）、の本気の終日ワークが毎月展開されました。やが

て、参加者がその過酷で充実したしんどいワークとその成果に

楽しみを感じるようになってきた頃、例会で、ある飲食業をし

ているメンバーからこんなスピーチがありました。「自分の仕

事の性格上、日曜・祝日などは仕事を休めないことはわかって

いる。それでも毎月例会で、リトセンワークのとてもしんどく

て楽しそうな話を聞いていると、自分が参加できないことが悔

しくて…。」

当時のＹサ委員長だった高井さんは、１年を通してリトセン

ワークの日程は案内しても、１年間１度も、ワークに参加して

くださいとメンバーにお願いはしませんでした。彼も私もわかっ

ていました。活動に参加をすることはメンバーの義務であり、

喜びであり、委員長がお願いすることではない。と同時に、参

加したくても、仕事や様々な事情で思うようにできない人はお

られるはず。私たちはちょうどその時、仕事や家庭の事情に都

合がついて、その活動ができたのです。これはとてもありがた

いことで、いつも全員が同じ条件で活発に動けるわけではあり

ません。ある者は現場で動き、ある者は彼らをサポートし、あ

る者は活動のために寄付金を集め、ある者はその他の自分に出

来る支援を行うのです。様々な人が、様々な働きをしながら、

クラブ全体で愛の奉仕を行うのです。一人一人の働きは違いま

す。けれどもみんなが向いている方向が同じであれば、それは

素晴らしい活動になることでしょう。ちなみにこの年度、Ｙサ

の顕著な活動とメンバーシップの充実が認められ、京都クラブ

は東西分割前の日本区全体の最優秀クラブに選ばれました。

これはリトセンワークに限らず、すべての事業活動に言える

ことです。その時その活動に参加できたことを喜び、感謝しま

しょう。仲間を信じ、それぞれが自分の立場でベストを尽くし

ていることを信じましょう。参加する顔ぶれがいつも同じで、

一部の人に負担がかかっているというような考えや発言は一掃

しましょう。もし実際にそんな状況にあるとしたら、その活動

がクラブの現状に適していないと考えて、アレンジし直す必要

があります。様々な働きがあって、その時活動できる自分たち

をありがたいと思い感謝できない活動は、「キリストの愛の奉

仕」の実践としての京都ワイズの活動ではないということにな

ります。

活 動 に 参 加 できる ことに 感 謝

１０月の在籍者数 ３０名（内功労会員１名）
例会出席者２７名 ゲスト２名 ビジター０名
ﾒｰｷｬｯﾌﾟ０名 ９月出席率→９０.０％

９月出席率全ﾒｰｷｬｯﾌﾟ算入後結果→９３.１％

ニコニコ

１０月分 ６,０００円

累計 １６,０００円

クラブファンド

１０月分 円

累計 円

ＢＦポイント

切手

累計

むなしいものを見ようとすることから、私のまなざしを移してください。あなたの道に従って命を得るこ

とができますように。 （詩編１１９：３３－４０）今月の聖句

私たちの生きる力は希望から生まれるように思います。そして希望は、結果ではなく方向性です。どちらの方を向いて歩いていこうとす

るか、が希望の要です。希望は未来のことですので結果はまだ出ていません。けれども、私たちが正しい方向だと自信をもって言える道を

向いて歩みだそうとするときには、私たちは元気が出ます。歩んでゆく中で困難に遭っても、希望をもって乗り越えてゆくことができます。

けれども、私たちが自信を持つ事の出来ない方向に向いているとき、もしくは明らかに間違っていると思う方向を向いているとき、私たち

は希望を持つことができません。諦めと言い訳しか語ることができず、困難に遭うと誰か責任者を探し出して批判をすることしかできませ

ん。私たちは今まで、随分と希望を失ってきました。「今までのやり方を変えられないから」「お金が儲かるから」「楽だから」と言い訳

ばかりをして、多くの正しいと思えない方向を向いてきました。大人は子どもに希望を与える義務があります。子どもの教育では、いくら

でも「正しさ」を教える大人が、正しい方向を向かないのはおかしいです。子どもたちと共に、胸を張って、希望の道を歩んでゆきたいと

思います。 日本聖公会 京都聖マリア教会司祭 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

CHA R TE R E D 19 4 7

“ 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 ”１

Public Relationes Wellness

左記のＱＲコード

は京都クラブの

ホームページの

ＵＲＬです。
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安全・安心のコロナ対策に護られて、１３日に開催された１０月例会。ま

ずは、今年に入って二人目の新入会員となる三宅秀平さんの入会式。普段な

ら、式の後はメンバ―全員が握手で歓迎するセレモニーになるところだが、

今回は拳をチョンと当てるだけの接触になり、三宅ワイズご免ね！

そして今回は、お召し列車や海外ＶＩＰの乗降が多くて大変気苦労が多く、

しかも５分に１本と発着の多いＪＲ京都駅で、この夏まで駅長をされていた

塚本敏氏に新幹線にまつわる㊙トクダネをたっぷり聞かせていただいた。

「空いている列車の見分け方」、「天皇が乗られるのは×号車の？号席」、

「Ａ～Ｅのどの席が楽か？」、「駅での乗り降りが便利なのは？号車」等々。

これから紅葉の季節を迎えると、首都圏だけでやっているＴＶ・ＣＭ「そ

うだ！京都に行こう」

に乗せられて、京都
・・・・・

駅は年末年始よりも

乗降客が多くなるそ

うです。

リトセンワーク～すくすく育つ「高井Ｙ's桜」

１０月１８日(日)、京都クラブ単

独のリトセンワークを実施しました。

内容は、「高井Ｙ's桜」周辺の清掃・

草むしりと、ロッジのトイレへ向か

う廊下に人感センサーライトを設置。

それに、オータムフェスタに向けた

テントの下地の運搬でした。

「高井Ｙ's桜」周辺の清掃は、金

澤Ｙ'sと村上Ｙ'sが集合時間前より

取り組んでくれたので、かなり綺麗

になりました。ロッジの人感センサー

ライト設置は電池式の物を３台設置

しました。電池のみで約１年は稼働

可能な物になっています。これで夜

中に保育園の子供たちが怖がらずに

トイレに行けると思います。

またオータムフェスタで使用する

テントの下地は少ない人数ながら何

とか運ぶことが出来ました。参加し

てくれた金澤Ｙ's、村上Ｙ's、佐々

木Ｙ's、田中Ｙ's、三井Ｙ's、中村

Ｙ'sありがとうございました。

入会式～新会員を新幹線で歓迎？～１０月例会 10月13日（火）

氏 名： 三宅 秀平

Syuhei Miyake

生年月日：1992年８月２５日

住 所： 615-0065

京都市右京区西院

E-mail ：syuhei@spa-fre.com

勤務先：Space free

〔スペース・フリー 職種：設計〕

携 帯： 080-6146-9329 ＦＡＸ： 075-406-5078

スポンサー：田中 孝明

一 言：この度、田中さんからの紹介で入会いたしまし

た三宅秀平と申します。京都ワイズメンズクラブの活動を

通して、ボランティア活動をしたり、様々な人と接するこ

とで新しい発見をして成長出来る様、頑張りたいと思いま

す。出来る限りクラブの活動には参加し、たくさんの経験

をしたいです。未熟ものですが皆さまよろしくお願いいた

します。

１０月新入会メンバーご紹介

10月18日（日）

下記ＱＲコードは京都

クラブのホームページ

の動画ページのＵＲＬ

です。
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さわやかな秋晴れの中、今年もジャガイモ・ファンドの日がやってきました。

協力いただいている久御山町の運送会社に、坂口会長、山本ファンド委員長を

はじめ、多くのワイズメンが集まりました。

例年なら大型トラックから積み荷を降ろすところから始まりますが、今年は、

運送会社の方が、パレット（荷役台）ごとジャガイモを降ろしてくださってい

てとても助かりました。

このジャガイモは北海道の十勝クラブにお世話になり、京都クラブ及び京都

ＹＭＣＡをご支援してくださる方をつないでくれています。十勝クラブとはこ

のジャガイモがきっかけとなり、ＤＢＣとしても強く深くつながっています。

皆様にご購入いただいたジャガイモを通じて得た収益（クラブ・ファンド）で、京

都ＹＭＣＡの子育て＆青少年活動や教育＆国際協力事業への貢献、京都クラブの地域

の奉仕活動等へとつながっています。ご支援いただいている皆様、ありがとうござい

ます。

配送場所には他クラブのワイズメンも揃い、朝からとてもにぎやかです。多くの仲

間が汗を流し、ジャガイモの配送準備に取り組みます。多くのジャガイモ（農林３１

号）、栗かぼちゃ、三種盛、玉ねぎが次から次へと車に積まれていきます。ＯＢの方々

も来ていただいています。最後に配送用の２ｔトラックにも積み込んで、みんなでト

ラックと荷降ろし係を見送ります。多くの皆さんのもとに届けられます。

このブリテンが届く頃、北海道の美味しいジャガイモをもう召し上がられたことと

思います。いかがでしたでしょうか。私は、じゃがバターを食べましたが、とても美

味しかったです。ジャガイモでご支援いただいている方にも京都クラブの活動をもっ

と知っていただきたく、今年は京都クラブのアピール用で、ホームページにつながる

ＱＲコード付きのポケットティッシュも配りました。ジャガイモ・ファンドの思いが

広がっていくよう願っています。

皆様ご協力感謝します！～じゃがいもファンド

＜年齢＞１９４９年（昭和２４年）１１月生まれで、７０才。

＜クラブに入会した経緯＞ １６年前、会社勤めをしており６年間単身赴任で

四国松山にいた。２人の子供も東京で就職し、家族４人がそれぞれバラバラに

暮らしていた。この状況は良くないと思っていたところ、幸いにも会社を退職

しても行う仕事があったので勤めていた会社を早期退職し京都に戻った。大学

を卒業後長く同じ会社に勤めていたこともあり会社以外の付き合いが少なかっ

たので退職後は世間が狭くなるのではとの思いもあり元メンバーの藤原氏の紹

介で京都クラブに入会した。

（当時は単に飲み友達を求めて

いただけかもしれないが・・・）入会時はクラブで使われている用語がしばら

くはわからず、話を理解することがなかなか出来なかったが、1年程度過ぎる

と話に違和感がなくなってきた。委員会後のメンバーとの食事会のおかげかも

しれない（決して内容が理解出来たわけではない）。

＜職業＞ 兄弟二人で不動産賃貸業（貸事務所）を行っている。

＜趣味＞ 映画を見ること。但し、最近は外出を控えているのでもっぱら自宅

でNETFLIXを見ている。

＜嗜好品＞ お酒 特にビールと日本酒が大好きである。ただ糖尿病の持病が

あり、自宅ではビールは新ジャンルの糖質０のもの、また日本酒ではなく焼酎

を飲んでいる。身体だけでなく懐にも優しい。

＜日常の暮らし方で気を付けていること＞ 酒を飲みすぎないよう気を付けて

いる。外で飲みすぎると怪我をする事がある。

＜クラブ活動について＞ 最近は時間的に余裕が出来てきたので、ストレス解

消を兼ねて体を使うボランティア活動を行いたいと思っているが、年のせいか

体がついていかない。

糖尿病でもやめられないビールと日本酒

10月25日（日）

シリーズ自己紹介 西村 博一



The Y's Men's Club of KYOTO Bulletin

１．リトリートセンターオータムフェスタ
自然豊かなリトリートセンターで、コロナ状況下の

マナーと距離感を守りつつ、ご家族、お友達と秋の一日を楽しみ

ましょう！ぜひご参加ください。

日時：１１月１５日（日）１１時～１４時

会場：京都ＹＭＣＡリトリートセンター

参加費：おとな（中学生以上）2,200円

小学生1,100円／幼児・年中以上550

円／幼児・年少以下無料

内容：□食べ物・飲み物提供コーナー□スタンプラリー、フォト

ロゲイニングなど秋の自然を満喫し 人が分散するプログラム

チケットを京都ＹＭＣＡ６階ウエルネスセンターにて販売。

２．保育園職員募集
京都YMCAでは保育園職員を募

集いたします。募集要項をご確

認の上、ご応募いただきますよ

うお願いいたします。

３．ＹＭＣＡ国際協力募金
一人ひとりのいのちが大切にされる、ポジティブネットのある豊

かな社会を創るためにご協力ください。世界に広がるYMCAの

ネットワークを通して取り組みます。

１．コロナ禍にあるアジアのＹＭＣＡ

新型コロナウィルスにより、誰もが影

響を受けています。私たち一 人ひと

りとその周りにいる大切な人たちの

いのちを守るための取組みが、世界

中で行われています。

２．国内外の難民支援

戦争や紛争などさまざま

な理由でこれまでの暮ら

しを手放し、故郷を追わ

れた人の数は、

7,950万人（2019年）。

日本には、約1万4,000人

の難民が暮らしています。

【振込先】 郵便振込 口座番号 01050-7-19132

口 座 名 京都ＹＭＣＡ 奉仕活動基金

４．ＹＭＣＡ子ども・ユース・地域支援ポジティブネット募金
郵便振替 01030－6－733 口座名 京都ＹＭＣＡ

ザイ）キョ ウトワイエムシーエー

ゆうちょ銀行 一〇九支店 当座預金733 口座名 京都ＹＭＣＡ

ザイ）キョ ウトワイエムシーエー

京都銀行 本店 普通口座 721365

口座名 京都ＹＭＣＡ 代表理事 加藤俊明

キョ ウトワイエムシーエー

お問合せ 京都YMCA Tel 075-231-4388

５.スキーキャンプ・ウインター＆スプリングプログラム募集
（スキー、雪あそび、体操教室、スイミング、アフタースクール）

各種プログラムを用意しています。1月までのスキーキャン

プは GoToトラベル 適用です。ぜひお申し込みください。

お問合せ： ウエルネスセンター

（TEL）075-255-4709お申込み：

予約専用サイトe-YMCA

４

Ｎ Ｅ Ｗ Ｓ

2020-2021年度 第７３期 １０月度役員会

１０月６日（火）１９：３０～ 於三条ＹＭＣＡ

出席役員 ：１４名 欠席役員 ：４名

＜議 案＞

一、７５周年記念事業実行委員会設立の件

記念事業の内容は実行委員会で検討して役員会に提示する。

立候補も受け付けて、委員の人選は会長に一任する

二、京都クラブ独自でワイズデーを実施する件

詳細はＣＳ委員会に一任する。

以上承認

＜報告事項＞

①オータムフェスタ(１１月１５日)の件

第１回実行委員会に相原委員長が出席し坂口会長の意向も踏まえ、

・出店はしない。個人参加とする。

・予算化しているチケット代の４万５千円は寄付する。

コロナ対策等は第２回実行委員会で検討される。

②中村京都部部長から例会訪問希望の意向を受け、ドライバー委員長

と協議して２月TOF例会に来ていただくべく返事した。

③１１月創立記念月例会のOBの出席状況

前年同様２５名に案内書を発送、現在、西村基浩氏からのみ返事有。

＜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：京都クラブ独自のリトセンワークは１０月１８日に実施する。

（センサー式ライトの設置、洗面所の湯沸し器のガス配管に関すること。）

集合時間等は、後日連絡するので１０月例会時に出席確認をしたい。

CS・環境：ワイズデーの内容は、YMCAとワイズの活動を紹介するバナー

スタンド２本と横向けバナー４枚を三条通りに張り出して、ポケットティシュ

を配布することを検討している

ＥＭＣ ：・お楽しみ会を１０/１６に焼肉処「真」で開催する。

・個人で名刺作成を希望される方は１０/１５締切り。

ドライバー：１０月例会の司会は大田ワイズ、食前スピーチは井上ワイズ。

・講師は新幹線、前京都駅長の塚本氏。

「京都における東海道新幹線の使命について」

・１１月創立記念月例会の講師は、創業１４０年、 高級茶筒司の「開花堂」

八木隆裕氏。他クラブへも参加を呼びかける予定。

・ナイスミーティング時のビールは1,100円、水割り等は600円にする。

・ニコニコで話す人が減少しているので、司会者から促すようにする。

交 流 ：新たなIBC締結先について台湾区を希望し、アジア太平洋IBC主

任にも働きかけてもらえるよう中堀主任に依頼した。

ブリテン： １０月号は例会にて配布する。

・自己紹介の原稿を全員に依頼するが、直近には田中、倉田、鍵谷、山本

の各ワイズには１０月２６日までに提出するようお願いしている。

広 報 ：９月例会の写真と１０月号のブリテンをHPにアップした。

・QRコードは１１月号のブリテンから載せるよう進めている

・９月例会で流されたスライドショ ーを見ることができるようにした。

・竹花ワイズ、坂口会長のインタビューの収録を１０/１５日に行う予定。

・ワイズメンズワールドの翻訳作業を行った。

ファンド：１０月１５日にじゃがいもの配送打合せを行う。

＊ 次回の役員会は１１月４日（水）１９：３０～ 於三条ＹＭＣＡ

役員会報告

４日（水）役員会 １９：３０～ＹＭＣＡ三条本館

１０日（火）創立記念月例会 １９：００ ～Ｈ日航ﾌﾟﾘﾝｾｽ京都

２３日（祝）ワイズデー・プログラム １４：００～ＹＭＣＡ三条本館前

１日（火）役員会 １９：３０～ＹＭＣＡ三条本館

８日（火）１２月例会 １９：００ ～Ｈ日航ﾌﾟﾘﾝｾｽ京都

未定 クリスマス電飾ワーク

未定 クラブ忘年会


