
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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年始にあたり今年こそは、と志を立てた方も多いと思います。

世間一般では新型コロナ禍が終息し、本職の事業が元通り行え

るようにと願われた方も多いのではないかと推察しています。

東京オリンピック、パラリンピックの成功を祈願した方もいらっ

しゃるでしょう。また、ワイズ活動のすべてが行えるように、

ワイズ１００周年に向け事業がより活発に行われメンバーが増

えるように、と次々と出てくるのは欲でしようか。

遠い話ですが、同業者との会合で東京の経団連会館へ行った

帰り、巡視船と交戦し爆沈した北朝鮮の工作船を引き上げ、台

場に展示中であったので見学に行こうと誘ったことがあり、ま

た、同じ商品を扱う業者の研修会で博多へ行った折、帰りに名

古屋の人たちを誘い大宰府政庁跡を訪ね、大宰府天満宮へ参拝

に行ったこともありました。

出張の時にはとにかく折角来たのだからと目

的地の近くの観光地や施設を案内して下さり、

また、自分で立ち寄ったこともいい思い出です。

加えてその地の美味しいからと勧められた蕎麦、

うなぎ、焼き鳥、牛タン、トーモロコシ、ボタ

ンエビ、蟹、ホタテ、てっさ、牡蠣等々が記憶

に残っています。地元でしか味わえないものも

多くあります。季節もの、少量だから市場に出せない、鮮度が

失われる、などが理由のようです。野菜でも採りたてと日を経

たものは味が大きく異なります。

旅行もそうですが「行ってみなはれ、食べてみなはれ、飲ん

でみなはれ」です。何もしないでいるよりも、やって失敗して

も、反省もし、後悔する方がいいといった「やってみなはれ」

の前向きの精神で進みたいものです。

これも昔のことで恐縮ですが、「ＱＣ」「ＣＳ」「カイゼン」

などのプロジェクトを進めて行くには仕事の中身、流れなどの

他に、他の部署や他社のやり方など、広い視野に立って常々考

えていないとアイデアはなかなか生まれません。「受け継いだ

次の人が仕事をしやすいように引き渡す」等々懐かしく思い出

しました。

クラブの事業も新型コロナ禍の中であって何

も出来ないではなく、その中で何か出来ること

があるのではないか、出来ることを考えて実行

してみよう。マンネリになっていませんか?

目的を忘れずに時代・時節に合った事業をと考

え、新しいことを提案し、そして挑戦してみま

しょう。

広 い 視 野 に 立 って常 々 ア イ デ ア を 考 える

１２月の在籍者数 ３０名（内功労会員１名）
例会出席者２４名 ゲスト５名 ビジター０名
ﾒｰｷｬｯﾌﾟ２名 １２月出席率→８６.７％
１１月出席率全ﾒｰｷｬｯﾌﾟ算入後結果→９０.０％

ニコニコ

１２月分 ８,０００円

累計 １８,０００円

クラブファンド

累計 円

ＢＦポイント

切手

累計

イエスは言われた。「私があなた方を愛したように、互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。」

ヨハネ１５：９－１３
今月の聖句

愛は感情だけではなく、生き方です。人を大切にし、その人が豊かに生きることができるように力を尽くすのが愛の生き方です。私たちは

多くの人々から愛されて、生きてきました。多くの人々に大切にされ、気ににかけていただいて、ここまで来ました。それに比べると、自分

はなかなか愛せていません。何万分の一のお返しも、できていないと、反省します。イエス様は、愛を「掟」と言われました。愛は「した方

が良い」というものではなく「しなければならない」ものなのです。正にそうだなぁと思います。せめて自分が愛された分だけ愛そう、と思っ

ても、それだけで自分の残りの生涯の全てが必要なほどです。決して十分ではありませんが、互いに愛し合う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 TH A T A C C O M P A N IE S E V E R Y R IG H T ”１

IBC ･ DBC

左記は京都ワ

イズメンズクラ

ブのホームペー

ジへのＱＲコー

ドです。

2020年京都クラブのワイズデー企画
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京都クラブ 師走の風物詩

京都クラブの「京都ワイズデー」は、１１月２３日に、京都ＹＭＣＡの全館をワ

イズ一色に飾り立てて華々しく行われました（前号掲載）。

そして１１月下旬の「シュトーレン」の注文取りでクリスマスがスタートします。

シュトーレンは１４世紀にドイツのドレスデンで生まれたクリスマスケーキで、洋

酒に溶け込んだドライフルーツを砂糖でまぶした菓子パンです。その姿が、白い産

着にくるまれたイエス様のようなので、クリスマスの定番になっています。２～３

か月は日持ちがしますので、クリスマスイブまで約４週間、毎日少しずつ切って食

べるのです。京都クラブのファンドでは、これを京都随一の老舗パン屋の進々堂か

ら取り寄せてメンバーに斡旋しています。

そして１１月下旬から１２月上旬にかけては、いよいよクリスマスの飾りつけです。京都ＹＭＣＡ

の玄関ホールに、大きなクリスマスツリーを飾り、建物にはきらびやかなデコレーションをまとわせ

ます。京都ＹＭＣＡは、遺産的な建築物や有名なお店が立ち並ぶ京都最高の三条通に面していますの

で、この作業はなかなか派手なデモンストレーションになります。高いところに上ったり窓の外側に

出て作業したりと危険な面もありますが、通りを行きかう人々が注目してくれるので、私たちはちょっ

と晴れがましい思いです。そして、電気を入れてキラキラ輝き始めると“今年もやったぁ！”と大喝

采です。

さて、１２月に入って第二火曜日の８日がクリスマス例

会です。今年は、このブリテンを通じて聖句の教えを私た

ちにやさしく話して下さっている日本聖公会・京都聖マリ

ア教会の藤原健久司祭にお越しいただきました。

藤原司祭のクリスマスメッセー

ジを頂き、クリスマスのお祈りを

捧げたあと、クリスマス祝会がス

タートしました。

お馴染みの京都大学交響楽団メ

ンバーによる弦楽四重奏団に今年

も来て頂きましたが、コロナの心配もあり、演奏は３回に分けて頂きました。

その第１曲目がなんと「鬼滅の刃」！ 食事に没頭しかけていた皆の手が思わ

ず止まりました。その後にはお馴染みのクリスマスソングが並び、クラシック

古典の名曲も披露され、見事な演奏を満喫させて頂きました。今年も京都クラ

ブにふさわしいシットリしたクリスマス例会が出来て感謝、感謝です。

１２月１９日にはＹＭＣＡ三条保育園のクリスマスで、園児たちによるクリス

マス・ページェント（聖劇）が行われると聞き、ＡＭＡＺＯＮの「京都ＹＭＣＡ

欲しいものリスト」から「ぺんてる絵の具スクールガッシュＷＸＧ－１２/１２

色セット」のクリスマスプレゼントを届けました。保育士の先生や子供たちが喜

んでくれたことでしょう。

そしてこれらが終ると、飾りつけの撤去作業にかからなければいけません。

来年はどんな風にしようか？飾りつけもそろそろリニューアルしようか？等々を

考えながらの後片付けです。さぁこれでやっと私たちの師走が終り、新年を迎え

ることが出来ます。皆さん来年も宜しくお願いいたします。

12月8日（火）



３

The Y's Men's Club of KYOTO Bulletin

ＹＭＣＡ会館のクリスマス・イルミネーション

ＹＭＣＡと出会ったのは小学三年生の９歳の時です。姉が

参加していたということもあって初めてスキーのキャンプに

参加しました。体を動かすことが何よりも得意なはずだった

のですが年に一度、スキーキャンプに参加するだけでは同年

代の友人に差をつけられるばかりでした。

状況が一変したのは中学三年生の冬でした。高校受験で同

級生たちが参加できないなか、受験のなかった私は参加して

初めて最上級の班に選ばれて、その年のワッペンテストで３

ランクアップという急激な成長を遂げました。その後は自信

を持って参加することができ、たくさんの友人にも恵まれま

した。ＹＭＣＡのスキーキャンプを通してスキーの技術だけ

でなく、人間関係や自分自身を見つめ直すための多くの物事

を学びました。

ちょうど初めてスキーキャンプに参加した頃、憧れだった

祇園祭の菊水鉾囃子方に入会します。挨拶にはじまり、雪駄

の揃え方や言葉使いなど礼儀作法を教わります。５０曲程あ

るお囃子を鉦方から初めて１５年くらいで修得して、昇格試

験を受けます。試験は渡り囃子の実技試験と祇園祭の歴史や

囃子の譜面に関する筆記試験です。両方に合格してはじめて

能管とバチを持つことを許されます。試験に合格しても太鼓

を打つことが出来るまで最短でも３年かかります。時と場合

に合わせて選曲からテンポ、時間まで考えながら笛方や鉦方

に指示を出す太鼓の芯が打てるようになることは努力だけで

はとうてい叶わないのです。

その頃、親切丁寧にその極意を教えてくださったのが大田

先輩でした。京都クラブの例会に初めて参加したのも大田会

長期の５０周年記念例会で、その時祇園囃子を披露させてい

ただきました。大田会長の紹介で入会してから様々なワイズ

活動に参加し、会長も経験させていただき、いろんなことを

学びました。今ではその経験が仕事でも活かされています。

コロナ渦ではありますが負けずにワイズ活動を楽しんでいま

す。

キャンプと祇園囃子とワイズで成長しましたシリーズ自己紹介

12月5日･6日･14日

鍵谷 将宏

今年も三条通りのＹＭＣＡ会館をクリスマス・イルミネー

ションで明るく飾ろうと、１２月５日･６日･１４日に電飾ワー

クが行われた。参加者は若干少なかったが、ベテランに新し

い若手の戦力が加わって、５日･６日は会館内部の巨大クリ

スマスツリー他、１４日は外壁正面のメイン・イルミネーショ

ン他を見事に綺麗に点灯させた。
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１.インターナショ ナルチャリティーラン特設ページ

こちらをクリックしてください。

http://kyotoymca.or.jp/c-run/

インターナショ ナルチャリティーラン申込み締切を延長しまし

た。

大会日程：2021年1月16日（土）～31日（日）

申込締切：2021年1月25日（月）※当初案内から延長しました。

心身に障がいのある子どもたちのためのチャリティープログラ

ムです。

今年は「バーチャルラン」！

みんなで走って歩いた距

離をつなげて、東海道五

十三次（493ｋｍ）走破をめ

ざします。

申込はこちらのＱＲコードからアクセスして必要事項を入力してく

ださい。

インターナショ ナルチャリティーラン事務局 075-231-4388

２．Amazon「みんなで応援」プログラム

京都YMCAへのサポートをお願いします

京都ＹＭＣＡの保育園やアフタースクール

では、コロナ禍でも、子ども達が心豊かに

楽しく過ごせるよう、工夫を凝らしながら、

環境の整備に努めています。子ども達が

必要としている遊具を京都ＹＭＣＡのほしい

ものリストにまとめました。

京都ＹＭＣＡのほしいものリスト

４

2020-2021年度 第７３期 １２月度役員会

１２月１日（火）１９：３０～ 於三条ＹＭＣＡ

出席役員 ：１５名 欠席役員 ：３名

＜議 案＞

一、西日本区への献金について

片山ワイズ、三保ワイズ、今井主事の3名を除く27名から一人当たり5,000

円を徴収し(合計135,000円)、Yサ：2,000円×30名、RBM：800円×30名+余剰

金21,000円、災害支援金：1,000円×30名とする。

二、次々期会長について

・会長選考委員会では合田ワイズを選考し、本人の承諾を得た。

三、コロナ基金から活性化資金として１万円受取った件の扱いについて

・当クラブは基金へ贈っていないので返金したい。どうしても受取るよ

う要請を受けたら、同額を災害支援金として西日本区へ贈る。

以上承認

＜報告事項＞

①京都部が歌詞入りワイズソングのCDを探していた件

・廣島ワイズから提供を受けた。京都部全クラブにCD配布される見込み。

②エッセンシャルワーカーとして村上、相原両ワイズに感謝状が届いた。

＜検討事項＞

・会則の改定について(別紙参照)

2月の役員会で審議する。

・功労会員、広義会員制度の利用について検討してはどうか。

そのためにロースターに目を通すようお願いしたい。

＜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：・電飾ワークの予定・・・5日19:00から、6日は9:00から行い、そ

の後、物置の片付けも行いたい。 電飾の撤去は27日に予定している。

・サンタクロース姿になって保育園児にプレゼントする企画について保育

園側と相談する。

CS・環境：・ワイズデーではポケットティシュを600個配布した。

バナーの内容について通行人から高い評価を得た。

・車いす駅伝は中止になった。

ＥＭＣ ：・12月例会ではEMC委員会からも景品を提供するので、家族や友

人にも参加してほしい。

・お楽しみ会・・・12月はキャンセルする見込み。1月は再検討中。

ドライバー：・12月例会は料理内容を上げ5,500円を7,000円にし、飲み物は

別料金にした。弦楽四重奏は3回に分けて演奏することになった。書記・委

員会報告は時間がタイトなので書面にて行う。書記まで連絡するよう。

交 流 ：・IBCについて、台湾区のクラブをリストアップし、検討を始める。

・中国語の講座を始めるべく、京都YMCAの日本語科に相談する予定

ブリテン：・他クラブからの転会者に元クラブを紹介するような記事を新

たに予定している。

広 報 ：・12月号のブリテン、11月例会の写真と動画をアップした。

・三宅ワイズへのインタビューをアップした。次回のインタビューは合田ワ

イズを予定している。

ファンド：・12月例会でシュトーレン10個当日販売する。

文献保存：・片山ワイズ宅から会員名簿(ロースター)、西日本区報、ブリテ

ンなどを7ケース分持ち帰り、高槻で保管中。明細書を作成予定。

＊ 次回の役員会(1月度)は１２月２２日(火)19:00～ 於京都ＹＭＣＡ

役員会報告

１２日（火）新年例会 １９：００ ～Ｈ日航ﾌﾟﾘﾝｾｽ京都

２３日２４日一泊お楽しみ会 延期

2020-2021年度 第７３期 １月度役員会

１２月２２日（火）１９：００～於三条ＹＭＣＡ

出席役員 ：１２名 欠席役員 ：６名

＜議 案＞

一、次期(井上会長期)役員について、 副会長=大田・坂口、書記=宮脇・

金澤、会計=合田・竹花、幹事=田中・柴田・・・以上承認

＜検討事項＞

功労会員の扱いについては次月以降に検討したい

① ＜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

CS・環境：チャリティーボウリングは中止。

ＥＭＣ ：１月23～24日のお楽しみ会は延期。

ドライバー：１月例会は和菓子作りの体験

＊ 次回の役員会(２月度)は２月２日(火)19:30～ 於京都ＹＭＣＡ

役員会報告

２日（火）役員会 １９：３０～ＹＭＣＡ三条本館

９日（火）ＴＯＦ例会 １９：００～ ？？？

京都クラブのブリテンは、コスト削減のためブリテン委員がパソコンで

編集し、数年前から印刷をネット印刷に変更することによって、大きくコ

ストを下げました（年間予算10万円以内）。京都クラブのホームページ

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


