
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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今回の感染症が、こんなに早く、こんなに広く、そして

こんなに激しい症状になって蔓延するとは、誰も想像だに

していなかったと思います。全く想定外の出来事で、いま

だに、心のどこかで現実離れしているような気がします。

「本当なら今頃、こうしていたのに」と思うことが、誰に

でもあると思います。状況次第で心も上を向いたり下を向

いたり。随分と心も体も疲れてしまいます。

「何でこんなことになるのだろう」と、誰もがどこかで

考えると思います。けれども、どれだけ考えても答えは出

ません。苦しみはいつも不条理です。不条理な苦しみには、

私たちはじっと耐えるしかありません。

私はいつも思うのですが、私たちの世界

は、「理由は無いけど意味はある」もので

造られているのではないでしょうか。例え

ば今回の感染症をはじめ病気にも、理由は

あるようで、実は見出しにくいものです。

病気の原因になる菌やウイルス、気候変動

や環境の変化、個人的な生活環境や置かれ

ている状況などで、ある程度の説明はでき

ますが、それでも、「なぜ私が病気に罹らなければならな

いのか」、「なぜこのタイミングで病気になるのか」につ

いては誰も説明できません。理由をどれだけ探しても、結

局のところ、十分納得できるところにはたどり着けないの

です。

私たちは、ある程度理由を探したのなら、どこかで方向

変換して、意味を探し求める旅に出る方が良いのかもしれ

ません。今回の感染症でも、「病気は辛かったが、医療関

係者のご苦労を知った」とか、「周りの人の支えに感謝し

た」という声も聞きます。辛い苦しみの中でも、私たちは、

何かを得ることがあるのです。

どのような経験でも、それに向き合い探

し求める時には、きっと私たちは、何らか

の大切な意味を見出すことができると思う

のです。意味を探し求める時、私たちは前

向きに歩んでいけるのだと思います。多分

私たちは、自分が思っている以上に、心と

体にストレスが掛かっていると思います。

少しでも前向きに歩んでいきましょう。

理 由 はな い け ど、意 味 はあ る

１１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３名 ビジター０名
ﾒｰｷｬｯﾌﾟ０名 １１月出席率→９０.０％
１０月出席率全ﾒｰｷｬｯﾌﾟ算入後結果→９０.０％

ニコニコ

１１月分 ７､０００円

累計 ２３,０００円

クラブファンド

１１月分 円

累計 円

ＢＦポイント

切手

累計

イエスは一同を呼び寄せて言われた。「あなた方の知っているように、この世では偉い人たちが権力を

振るっている。あなたたちの間では、そうであってはならない。あなた方の中で、一番上になりたい者

は、皆の僕になりなさい。」 （マタイ２０：２０－２８）

今月の聖句

以前、ある勉強会で、「権威」と言うことについて学びました。その時の先生によると、権威とは「周りの人が、自主的に、その人のた

めに何かしてあげたいと思う力」なのだそうです。なるほどな、と思いました。私たちがよく言う「権力」とは、多分、自分の思うように

人にやってもらう力なのだと思います。「権威」も「権力」も、人の上に立つリーダーが持つものであり、正しく使わなければならないも

のだと思います。イエス様は弟子たちに求められたのは、「権威」も「権力」も使わない生き方だと思います。誰かに何かしてもらうので

はなく、誰かに何かをさせるのでもなく、自分で行い、そしてみんなと一緒に行うことを、求められたのだと思います。リーダーにとって

必要なのは、まず自分が愛に生きることだと、イエス様は教えてくださっているのだと思います。

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」

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 TH A T A C C O M P A N IE S E V E R Y R IG H T ”１

EMC-E YES

右記は京都ワイズ

メンズクラブのホー

ムページへのＱＲ

コードです。

強 調 月 間

新型コロナウィルスのワクチン、いつ誰が
どうやって使えるようになるのか
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１１月１０日火曜日、今日は創立記念月例会ということでテレビでも人

気の開花堂店主八木隆裕氏に講師をお願いしました。

本日も東京での中村獅童さんとのＣＭ撮影が終わってすぐに新幹線に飛

び乗って例会に参加して貰いました。コロナ渦でも京都クラブＯＢの日丸

さんがお祝いに駆けつけてくれました。ホテルの協力のもと全部の窓と出

入り口を開放して換気しながら安全に例会を行うことが出来ました。

西村ワイズの食前スピーチがあり、坂口会長の乾杯の後、食事をしなが

ら開花堂店主の八木隆裕氏にお茶筒がゆっくり閉まっていく仕組みやお茶

筒の材料に銅やブリキの他に真鍮や銀や金などあるこ

となど講演前に質問が集中しました。

講演では、明治初期、イギリスからブリキが

輸入され始める頃、初代開花堂店主が、その時

一番質が良く高級だったイギリスのブリキを使

いお茶筒を作り始めたことや戦争が始まると日

本政府に材料のブリキを没収され、それでも材

料の半分を庭に穴を掘って埋めるなどしてなん

とかお茶筒を作り生計をたてたことなど開花堂の歴史を聞きました。

その後も機械化が進み、機械のお茶筒が高級品とされる時代に手

作りのお茶筒を作り続けることは非常に困難を極めたそうです。

先代には仕事は継がなくてもいいと言われるような状況だったそ

うですが当時の仕事を辞めて家業を継ぎ、思い切って海外に眼を向

けてお茶筒を持って単身フランスに渡り一週間で百万円売り上げ鼻

高々に帰って来たそうです。

その後は雑誌やテレビに取り上げられると国内外で一気に人気も

売り上げも上昇し、現在では数々の著名人のブログやＳＮＳでとり

あげられるほどです。例会にも５０年前の年季の入った真っ黒のブ

リキのお茶筒から一見は銅製のお茶筒ですが蓋を開けると中がパナ

ソニックのスピーカーになっていてＢＬＵＥＴＯＯＴＨでスマホと

連動して音楽が流れるものまで数種類を披露してくれました。

工芸の価値が薄れていく中でも先代から受け継いだ古い伝統と新

しい最先端の技術が交わる事で素晴らしいものが生まれる、これ京

都クラブみたいですね。７３周年を迎えた京都クラブはベテランメ

ンバーと若手メンバーが協力してますます元気です。

お茶筒と京都クラブの接点＝古い伝統と最先端技術

京都クラ ブのホーム

ページのこのプログ

ラム動画のＵＲＬです。

11月10日（火）
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ワイズデーの基本に忠実に、ワイズメンズクラブとＹＭＣＡを

さわやかに世間にアピールした京都クラブ 11月23日（祝）

ワイズデーとは、日本のワイズメンズクラブが初めて国際協会に

加盟した記念日。大阪ワイズメンズクラブが日本で初めて国際協会

に加盟した1928年１１月１０日を記念して、１１月１０日を東・西

日本区では、「ワイズデー」としている。（ロースターより）

京都クラブでは以前より、このワイズデーにワイズを世間に広め

て正しく理解してもらうようなプログラムを考えてきました。今年

は新型コロナの影響もあり、人を集めて集会的なことはできないと

の条件もあって、実施が危ぶまれていましたが、基本に忠実にＹＭ

ＣＡとワイズメンズクラブをＰＲする素晴らしいワイズデーの企画

が１１月２３日勤労感謝の祝日に実行されました。

今回のワイズデー企画が始まったのは１０月の初め。いつ

もブリテンやアルバムの印刷でお世話になっているネット印

刷のＰ・Ｐ社。その宣伝で見つけた２メートルの巨大なバナー

スタンド。ワイズデー企画のアイデアを考えていたＭ君はこ

れに目を止めた。

京都ＹＭＣＡと京都ワイズのＰＲを書いた大きなバナーを

三条通りに一週間位設置してはどうだろう…。

次に出てきたヒントがポケットティッシュ。

よく受け取ることはあるが配ったことはない。

袋の裏面にワイズのことと京都クラブのホー

ムページへ飛ぶＱＲコードを載せて作成した

１０００個のポケットティッシュをワイズデー

当日三条通りで配布してはどうだろう…。

さっそく委員会に提案して承認をもらい、

ＹＭＣＡのスタッフとＰＲの文句を相談してＰ・Ｐ社に発注

するも、何分初めての巨大バナースタンドだけに倍率設定等

困難な作業が続き、何度かやり直してようやく注文と受け入

れが完了した。二週間ほどして出来上がって来たバナーは、

自分でも納得するくらい良く出来ていた。

次はポケットティッシュの原稿作成と発注だ。これはサイ

ズ的に容易なだけに、初めてでも苦も無く注文できた。最近

のはやりでブリテン同様、京都クラブのホームページのＱＲ

コードを入れたポケットティッシュは１０００個にした。

ちょうどポテトファンドの時期だったので、さっそく有効

利用してジャガイモ等購入でご協力くださっている皆さんに

もＰＲを兼ねてティッシュをプレゼントして

喜ばれた。

前々日の夜にバナーを三条通りに設置して

準備を終え、プログラム当日は午後２時から

１０名足らずで、ＹＭＣＡの前を通過する人々

にティッシュを手渡して大いにワイズをアピー

ルした。１時間ほどで６００個くらいのティッ

シュを配り終えてしまい、片づけに入ったが、

バナーが好評でよくアピール出来ているので、次回のクリス

マス電飾設置ワークまでそのままにして三条通りでアピール

を続けてもらうことになった。

コロナ渦で何も出来ないと嘆くより、人集めや密集になる

ことなく、さわやかに京都クラブのワイズデーは成功した。
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１．ウィンター＆スプリングプログラム募集中

２..ボランティアリーダー募集中

３..インターナショナルチャリティーラン

４.ＹＭＣＡ国際協力募金

5.チャリティゴルフ大会

６.ＹＭＣＡ 子ども・ユース・地域奉仕

ポジティブネット募金

４

Ｎ Ｅ Ｗ Ｓ

2020-2021年度 第７３期 １０月度役員会

１１月４日（水）１９：３０～ 於三条ＹＭＣＡ

出席役員 ：１１名 欠席役員 ：７名

＜議案＞

一、クラブとしての忘年会は実施しない。

二、１月度の役員会を１２月２２日(火)１９：００から行う、終了後有志で忘年会。

＜報告事項＞

①創立７５周年記念事業実行委員会委員の人選について、

坂口現会長、井上次期会長、次々期会長、次期Yサ委員長、石若Ｙ'ｓ、

佐々木Ｙ'ｓ、三井Ｙ'ｓの７名。

②メネット献金について、

従前通り京都クラブとしては献金しない。

＜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：・リトセンオータムフェ スタにはクラブとしては出店しない。個人

参加される方は大人２０名分、子ども５名分のチケット代は寄付したので可能。

・保育園のリトセン遠足プログラムは、実働支援はこの時期好ましくないの

で実施しないが、プログラムの支援金は支出予定。

・YMCA本館のクリスマス電飾は１１月２９日にワーク実施で検討中。

CS・環境：・京都クラブのワイズデーは１１月２１日に準備ワーク。２３日(月・

祝)１４：００～１６：００に、YMCA前でポケットティッシュを配布してアピール。

ＥＭＣ ：・１２月に日帰りのお楽しみ会、１月２３、２４日には一泊のお楽しみ会。

ドライバー：・１１月創立記念月例会は司会・高田ワイズ、食前スピーチ・西

村ワイズ講師は最高級茶筒司・八木隆裕氏

・１２月例会はクリスマスファ ミリー例会とし、弦楽四重奏、抽選会等。会費は

子供3千円、ファ ミリー6千円で差額はドライバー委員会補助、一般9千円、入

会候補者は7千円とし、差額はEMC委員会補助。

交 流 ：・新たなIBC締結に向け、台湾区を調査中。

ブリテン：・自己紹介の原稿を三井ワイズに送るよう再度協力依頼あり。

広 報 ：・写真は１０月例会の写真と７月役員会の写真もアップした。

・動画は１０月例会、竹花ワイズのインタビュー、ブリテンもアップした。

ファンド：・ZEROクラブから豚肉ファンドの協力依頼あり。

・じゃがいもファンドの代金を速やかに振り込むよう依頼あり。

文献保存：・片山ワイズは鞍馬口病院から室町病院へ転院した。

＊ 次回の役員会は１２月１日（火）１９：３０～ 於三条ＹＭＣＡ

役員会報告京都YMCAメール配信サービス

Ｖｏｌ.6 2020/11/1

YMCA活動案内等はＱＲコードか

ホームページアドレスからどうぞ

１日（火）役員会 １９：３０～ＹＭＣＡ三条本館

８日（火）クリスマスファ ミリ－例会 １９：００～Ｈ日航ﾌﾟﾘﾝｾｽ京都

２０日（日）日帰りお楽しみ会 詳細未定

２２日（火）１月度役員会 １９：００～ＹＭＣＡ三条本館

１２日（火）新年例会 １９：００ ～Ｈ日航ﾌﾟﾘﾝｾｽ京都

２３日（土）～２４日（日）一泊お楽しみ会 詳細未定

ワイズメンズクラブ最初のクラブとして入会したのは、パレスクラブがキャ

ピタルとめいぷるの２クラブを同時チャーターした１９８３年です。

めいぷるクラブにチャーターメンバーとして入会、１０年間（1983～1993）

在籍して、さくらクラブを設立チャーター（1993）。初代会長を務め１０年

間少人数クラブながらメンバーと共に頑張ったのですが社会情勢諸般事情に

より退会者でメンバーを増やす事が出来ず、やむなくクラブを無くす結論に

至りました。

２００７年、当時の新山京都部部長、三村ＥＭＣ主査他多くの皆様に奔走

いただき、縁あって鍵谷会長期に歴史ある京都クラブに入会する事が出来ま

した。さくらクラブ当時のＤＢＣであった三島クラブ（富士山部）と新たに

京都クラブがＤＢＣを締結したことは、元さくらの私にとって嬉しい出来事で

した。

私のリトセンとの繋がりは、仕事の関係でリトリートセンターの研修・宿泊

棟を建設させていただいた事もあって、昨年まで京都ＹＭＣＡリトセン専門委

員会の委員として関わりを多く持つ事になり、リトセンに関係するプログラム

主導や施設改修等色々と行なって来ました。

京都クラブでは、各委員長や会長もさせてもらった事で、クラブが京都ＹＭ

ＣＡとリトセンやサバエとの繋がりを大事にして発展させて来た事を実感させ

ていただきました。私も現在７３歳になり少し体力が落ちて来た事もあります

が、もう少し現役で建築会社、一級建築設計事務所の仕事、（家内曰く、もう

一つの仕事）ワイズメンを体力の続くまで頑張って行きたいと願っています。

三クラブ目で、一番長くなった京都クラブシリーズ自己紹介 佐々木 稔


