
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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ＳＦ映画や小説やマンガには、地球が滅亡してしまうことを

描いた作品がたくさんあります。大きな災害や、戦争、あるい

は巨大な隕石や病気、またはゾンビや宇宙人、これらによって、

地球が滅んでしまうのです。滅んだ地球の姿は興味深いもので

す。現在、繁栄しているビルや建物が、破壊され、草木に覆わ

れたり、砂漠の中に朽ち果てた高層ビルが埋まっていたり、青

く澄んだ海の中に、高速道路や飛行場が沈んでいたりと、アー

ティストたちが想像力を働かせて描く世

界はとても面白く、すさまじいものです。

もちろん空想の世界だからこそ、安心し

て楽しめる訳ですが。ただ、滅亡してい

るだけでは物語になりません。物語の中

心は、滅亡ではなく、再生なのです。た

とえ少数でも、生き残った人々が、希望

を失わずに、懸命に世界を再生させよう

とする姿が、感動的なのです。

私たちの世界は現在、まるでＳＦ作品さながらに、危機的な

状況にあります。環境破壊も、伝染病も、戦争の危機も、すぐ

身近にあります。私たちは時に、不安に押しつぶされそうにな

ります。けれども私たちは、この世界を放棄し、どこか違う世

界に行くことはできません。あくまでこの世界で生きていかざ

るを得ないのです。この世界で、自分のできることを懸命にせ

ざるを得ないのです。

だからこそ、私たちに何よりも必要なのは、希望です。聖書

に、「苦難は忍耐を、忍耐は練達を、練達は希望を生む。」

（ローマの信徒への手紙-章５）希望は苦難から生まれている

と記されています。

様々な経験の中で、自分が経験した苦難が練られて、希望へ

と変わるのだそうです。なるほど、そう

かもしれません。苦労を重ねてこられた

方の語る言葉は、深くて重いです。そし

てそのような方の多くが、穏やかな笑顔

と共に、前向きな思いを抱いておられる

のです。様々な苦労を経験した末につか

んだ希望ですから、きっと、そう簡単に

は折れないのでしょう。

私たちは希望を求めています。けれど

も希望は、棚ボタ式に、簡単に手に入るものではないのでしょ

う。ましてや誰かから与えられるものでもないのでしょう。希

望は私たちが日々懸命に生きる中で、手に入れてゆくものなの

でしょう。じっくりと時間を掛け、苦労してつかんだ希望は、

決して簡単には折れません。

苦難は忍耐を、忍耐は練達を、練達は希望を生む

１月の在籍者数 ３０名（内功労会員１名）
緊急事態宣言発令により１月例会中止
１月出席率→計算不能

１２月出席率全ﾒｰｷｬｯﾌﾟ算入後結果→９３.３％

ニコニコ

１月分 ０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

悪をもって悪に、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福しなさい。あなたがたは祝福を受け継

ぐために召されたのです。 （１ペトロ３：８－１７）
今月の聖句

私たちは周りの人たちから様々な影響を受けて、成長していきます。けれども人間には、良いところも悪い所もあります。ですから私たち

は、周りの人から、良いところだけ受け継ぎたいと思います。悪い所は、見倣う必要はありません。自分が誰かに悪いことをされても、自分

も悪いことをする必要は無いのです。悪いものは、手放して良いのです。人から受けた傷は、とっても辛いものです。その傷は、きっと神様

が癒してくださいます。私たちはただ、良いことだけしましょう。私たちはきっと、優しい人なのです。私たちの優しさを、他人の悪によっ

て汚してしまう必要はありません。 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

C H AR TE R E D 19 4 7

“ T O ACKNOWL EDG E TH E DUT Y THAT ACCOM P AN IES EVER Y R IGHT ”１
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西日本区にはクリスチャニティー委員会という委員会があります。その使命と目的は、

国際憲法第２条第１項に従い「イエス・キリストの教え」をワイズメンズ活動に生かして

いくために、すべてのメンバーに「キリスト教精神の理解」を促すことにある。

おはようございます！希望をもって2021年を歩んでいくあ

なたにこの手紙は祝福のメッセージになると思います。新年

に入っても新型コロナウイルスとの闘いはまだまだ続いてい

ますがワクチン接種が始まったので暗いトンネルの先に光が

少し見えるようです。そうではありますが、長い人生の道に

とって実の光はどこにあるでしょうか？ あなたに人生の光

であるイエス・キリストを少し紹介したいです。「沈黙」の

著者でいる遠藤周作、または「氷点」の著者である三浦綾子、

二人とも「イエスの生涯」という本を書きました。彼らの心

にも誰かにイエス様について言いたい強い気持ちがあったか

らなんだと思います。

イエス・キリストはおっしゃいました。「疲れた者、重荷

を負う者は、だれでもわたしのもとに來なさい。 休ませて

あげよう。」また、使徒パウロはこの風に言いました。「イ

エス・キリストと結ばれる人はだれでも、新しく創造された

者なのです。古いものは 過ぎ去り、新しいものが生じた。」

どうやってイエス様はあなたの人生の重荷を軽くさせたり、

あなたを新しいものに作られるお方なのかを簡単に紹介いた

します。

１．救い主であるイエス・キリスト

イエス・キリストは、聖書の中心です。イエス・キリスト

が生まれる前に書かれた旧約聖書は、神が、未来にメシヤ

(救い主)を遣わされることを予告しており、新約聖書は、メ

シヤであるイエス様が来られ成就されたことを示しています。

イエス様は約2000年前にイスラエルに生まれました。イエス

様は言われました。「世界が存在する前に、私は神とごいっ

しょにいました 」「わたしを見た者は、 父(神)を見たのだ」。

永遠前から存在した神の独り子があなたのために、神の救い

の愛を持って人類史の中に入ったのです。イエス様は約三年

の公生涯の間、人類歴史の中で、誰も行ったことのない業と

教えによって自分が神様の御子であるのを確かに見せてくれ

ました。イエス様がなさったすべてのしるしと教えは福音書

から読むことができます。

２．イエス・キリストの十字架の犠牲とあなたの救い

イエス‣キリストは３０年ぐらいの短い生涯をこの世で過

ごしてから十字架で殺されました。彼の被造物である人間の

手によって殺されたことは理解しにくい神秘です。この神秘

的な死によって人間の罪は赦され、神様との関係は回復され、

人間が聖なる神のもとに行く道が開かれたのです。イエス様

は言われました、「わたしは道であり、眞理であり、命であ

る。わたしを通らなければ、だれも父(創造主である神)のも

とに行くことができない 」。なぜならイエス様はあなたの

罪の報酬を十字架であなたの代わりに支払ったからです。イ

エス 様がみずから十字架を背負って、ゴルゴダ に出て行か

れた時、あなたの人生の重荷も背負ったのです。この神様の

偉大な愛の御業を信じて罪を赦された人々は人生の重荷から

解放されます。イエス様の十字架は罪を裁く神の義と人間を

無限に愛する神のアガペー愛がともに示される標識です。そ

こから聖なる神と罪人であるあなたの間に平和が成就されま

す。

３．神様の子供に新たに生まれた生

葬られてから三日目に復活したイエス様を主として信じる

人はイエス様に結ばれて神の子供として新たに生まれます。

イエス様は言われました。 「はっきり 言っておく。人は、

新たに生まれなければ、神の国を見ることも入ることもでき

ない 」神の国は神様の子供のため神様が用意された永遠の

国です。誰でもイエス・キリストを信じて救われた人々は永

遠の命を得、目に見えない神の国の民になります。この世の

生活にも神様の保護を経験します。まるで羊飼いが羊を導く

ように保護して生を導きます。旧約聖書の詩篇から一つの詩

を紹介いたします。これは神様の民の経験を歌った詩です。

「主は羊飼い、わたしには何も欠けることがない。

主はわたしを靑草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴い。

魂を生き返らせてくださる。

主は御名にふさわしく、わたしを正しい道に導かれる。

死の陰の谷を行くときもわたしは災いを恐れない。

あなたがわたしと共にいてくださる。

あなたの鞭、あなたの杖、それがわたしを力づける。

わたしを苦しめる者を前にしてもあなたはわたしに食卓を整

えてくださる。

わたしの頭に香油を注ぎ、わたしの杯を溢れさせてくださる。

命のある限り惠みと慈しみはいつもわたしを追う。

主の家にわたしは帰り

生涯、そこにとどまるであろう。」(詩編２３編)

どうですか？あなたはイエス・キリストをもっと知りたく

ないですか？ あなたはインターネットで聖書の福音書から

イエス様の生涯を読むことが出来ます。まず「ヨハネによる

福音書」をお勧めいたします。この福音書を読むのに大体2

時間かかります。時間を分けて読むと、毎日、新聞を読む時

間に比べるとあまり長い時間ではないでしょう。 心を開い

て聖書を読むと聖霊があなたにイエス様について教えてくれ

ると思います。近い所に、キリスト教の教会があれば、教会

に一回行ってみませんか？ 聖書の解釈と教えがキリスト教

の歴史の伝統的な流れと併せて聖霊に教会史の中で導かれ正

統教理を教えている教会に出席することをお勧めいたします。

newbeginningwithGod dot orgサイトの教会検索を参考に

してください。最近、いくつかの教会はコロナウイルスによっ

て一時的にオンラインで礼拝をささげるようにまたは信仰相

談の機会を持ったりします。その教会からはインタネットで

メッセージを聞くことができるので教会に行ったことがない

お方または教会に行けないお方のためにお勧めいたします。

福音傳道者 ジョン・パーカー
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私がワイズメンズクラブと関わることになったの

は３８年も前のことだった。それは1983年の春ごろ

だったと記憶している。旧知の間柄であった田中光

一さん（当時京都パレスクラブのメンバー）からの

お誘いで、「近日、新しいクラブが誕生するんやけ

ど、真面目な楽しいクラブやから一度顔を出してみ

ないか」と。その日のうちに中島敬泰さん（現京都

ウイングクラブ）と共に、ほぼ話がまとまった。

古い記録によれば、めいぷる・キャピタル両クラブの設立

総会は８３年６月２６日、四条大橋たもとの東華菜館で開催

とあり私にも思い出がある。同時に入会した佐々木稔さんが

仮例会のスピーチで、自分の抱負はまちがいのない信頼され

る建築をやりたいと述べられ、私は自分の仕事とその放課後

の境い目みたいな話をした記憶がある。

あれこれと多忙な日が過ぎて、1983年１１月２９日京都め

いぷるクラブは誕生した。後期高齢者の現在からみると皆が

若かったし何事にも立ち向かえる年齢だったが及ばずながら

私も40代後半の若さも残っていた（？）ように思う。クラブ

内の役割は、早くクラブを理解するためにとの会長の配慮で

まずブリテン委員会に配属され、翌年からは書記、ドライバー

委員長、ブリテン委員長他、本業そこのけの多忙な毎日を過

ごした。これらの与えられた職務をこなしていく中で責任を

一つ一つ積み重ねていくことは、自分の仕事の肥料としても

大きい力添えを頂いたと今も感謝している。入会初期の頃、

私が「苦しみを喜びに変えるために汗を流す積りだ」と例会

の挨拶で述べたとの古い記録を読んだとき、これは素直な気

持ちを語ったのだと納得した次第。（めいぷる５周年の記録

より）

1988年の夏、第５８回国際大会が京都宝ヶ池国際会館で開

催され日本中のワイズが集まるだけでなく、海外からのお客

様が来日されるとのこと、新しいクラブは若いメンバーが多

く、たくさんの仕事を担当した。私は主としてアジアからの

来客の対応が指示され、来日される方の名札を整理し並べる

のが仕事だったので連日のように会議場に通っていた。その

担当に関連する仕事として忙しい仕事もあった。降ってわい

た事のひとつとして、参加予定メンバー数約二千名全員にお

渡しするための食券・地図・予定表などが入ったショルダー

バッグの用意をするよう、開催日前日の朝に知らされた。私

が責任を持って実行すると約束し取りかかったが、それは大

変な内容だった。作業に当たった１８名の半数以上がめいぷ

るクラブのメンバー・メネットだった。（この様子はよこは

まとつかクラブの2020年９月号ブリテンに寄稿した）

スポンサークラブの京都パレスクラブから、キーメンバー

として移籍されてきた故戸田昌伸初代会長（ほか１３名？）

は全員活発なメンバーで考え方も青年の域を越えていた。新

米の私が理解できる以前にＩＢＣの計画が進み、1983年１１

月には韓国仁川・文鶴（ムナ）クラブとの対話がすすみ、Ｉ

ＢＣ締結のはこびとなった。準備もかなり進んでいたようだっ

た。

1986年の春の頃のように記憶しているが、副会

長をしていた故粟倉 務氏からお誘いがあり、「Ｉ

ＢＣのことで台中へ行かないか？」とのこと。話

はトントン拍子で進んだけれど、台中へ行くのは

確か二度目のことでもあり落ち着かない点もあっ

たが、二人連れならと思い切って実行した。当時

台中には友人もいなくて不安ながら、めいぷるク

ラブのチャーターの日にＫＢＳホールでお目にかかった台中

の張先生を思い出し、腕の見せどころかも…などと夢のひと

つも持って出発した。

台中着後、一番に電話をかけたところ「一人で来たのか？

すぐ行くから」と言ってくださりメンバー約１０名を引き連

れてホテルに来てくださった。当方二人に２テーブルの宴会

を開いてくださり、ＩＢＣのことを中心に話題にしていただ

き、ありがたい一時だった。

ＩＢＣに向けての第一歩は台中公園の向いにある清華大飯

店だった。張先生が私たちの恩人であるとともに良き相談の

相手をして下さった。また、同年配の陳志勇さんは日本語Ｏ

Ｋ、若い林景華さんとは良き友人として長女さんの結婚式に

ご招待いただいた間柄となった。

1987年伊藤欽也会長のとき、台湾・台中長春クラブとのＩ

ＢＣ締結の計画が盛り上がり、明けて1988年３月１９日、台

中市全国大飯店にてＩＢＣ締結式が行われた。当時のめいぷ

るクラブのブリテンによれば、通訳なしで締結式が行われた

のは珍しいと好評だったと記載がある。

時が移り1990年、第８代会長に指名され就任した。最も大

きな計画は三国ＩＢＣトライアングルの成功であり、時間・

労力・経費の問題もありＰＴを組んでもらった。当時の会議

の中で戸田昌伸さんからトライアングルの説明があり、めい

ぷるの総力をあげようとの言葉が大変うれしかった。

記憶が不確かな点もあるが、1991～1992年に日台韓三国ト

ライアングル調印式典を伏見のパルスプラザで開催し、長春・

文鶴両クラブから６０余名のメン・メネットが来日された。

めいぷるクラブ総出の式典で、式典会場から宿舎の国際ホテ

ルまでの帰途は二十数台のタクシーを待機させて対応した。

後日、韓国・仁川にて締結発表会があり、このとき長春ク

ラブの張瑞欣会長が記念誌を配布された。三国の間には協定

があり、京都での署名時の写真が別途保管されている。この

三国のトライアングルに関する協定は現在も継続され、近年

４０周年を迎える。喜ばしいことであり、そして、すごいこ

とでもある。

＆ 京都めいぷるクラブシリーズ：自己紹介 シリーズ：私が在籍したクラブ紹介

ワイズ３８：国際大会とＩＢＣとトライアングル 元西日本区理事 柴田善朗
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本年もどうぞよろしくお願いいたします。

YMCAの活動案内等はこちら

https://sites.google.com/kyotoymca.org/mail-delivery2021010

5 【トピック】

１．京都YMCA News（京都青年）1、2月号

２．第15回インターナショナルチャリティーラン

【1/25まで申込み締切延長】

３．ヨガ、気功養生、卓球教室のご案内

４．Amazon「みんなで応援」プログラム

５．ＹＭＣＡ子ども・ユース・地域支援ポジティブネット募金

６．京都ＹＭＣＡの最新情報をＳＮＳでどうぞ！

1．発達障がい児理解セミナー

子どもたちの調書の伸ばし方について、講演やワークショップで

理解を深めます。

日 時：2月21日（日）13：00～15：00

場 所：京都ＹＭＣＡ

参加費：1,500円（当日）

定 員：先着30名

申 込：（Web）右記のＱＲコードからWeb

にアクセスのうえ、お申込みください。

(Fax) 075-255-4709 まで、下記をご記

入のうえ送信してください。

「名前」「電話番号」「下記のいずれか 保

護者、教員、その他」「ご質問」

問い合わせ：（ＴＥＬ）０７５－２５５－４７０９

２．ピンクシャツデー

いじめのない世界をめざしてＹＭＣＡが取り組む「ピンクシャツデー」

今年は、2月24日（水）です。京都ＹＭＣＡの取り組みについては

追ってご連絡いたします。

３．第７回Ｔｈｅ Ｙ ｃｕｐ京都ミニバスケットボール大会

大会運営費ご協力のお願い

Ｔｈｅ Ｙ ｃｕｐ京都ミニバスケットボール大会（3月13日、14日 横大

路運動公園体育館開催）は、皆様からの協賛広告料を基に運営

され、得られた収益は京都ＹＭＣＡ公益活動寄付金に積み立てら

れます。バスケットボールに懸命に取り組む小学生たちを応援す

ることが、より多くの子ども達の豊かな成長を支えることに繋がる

支援です。ご協力お願いいたします。

※今年の大会は、感染予防のため、ワイズメンズクラブのみなさ

まによる昼食提供の依頼はございません。

お申込み・お問合せ

（ＴＥＬ）０７５－２３１－４３８８

（Ｅ-mail） kyoto@ymcajapan.org

４

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。 Ｅmail ： tanupon@mbox.kyoto-inet.or.jp

２日（火）役員会 １９：３０～ZOOM会議にて

９日（火）ＴＯＦ例会 １９：００～ＹＭＣＡ三条本館

２日（火）役員会 １９：３０～ＹＭＣＡ三条本館

９日（火）例会 １９：００～Ｈ日航ﾌﾟﾘﾝｾｽ京都

ＮＥＷＳ

1956年４月、大阪市内では大阪クラブ（1928年）・土佐堀ク

ラブ（1951年）に次いでチャーターされた三つ目のクラブ。

大阪市内の北にある大阪ＹＭＣＡ土佐堀本館に対して、南の

拠点として1950年に、ＹＭＣＡでは日本初のブランチ（分家、

支店）として、市内南部の阿倍野橋に生まれた大阪南ＹＭＣＡ

（当時は大阪ＹＭＣＡ阿部野橋ブランチ）。そして、阿部野橋

ブランチを一日も早く土佐堀のＹＭＣＡのような南の拠点にし

たいと願う大阪・土佐堀両クラブの強い熱意で、ブランチ設立

後早くも６年でワイズメンズクラブが生まれた。それが大阪サ

ウスクラブである。

当時のワイズとしては珍しい、地名（大阪）＋カタカナ（サ

ウス）という名前。これは、大阪では新地や遊楽街をキタとか

ミナミと呼んでいるので、大阪南クラブという名前ではミナミ

（難波界隈）のナイトクラブと誤解される懸念があったからで

はないだろうか。ちなみにカタカナのクラブ名は日本で初だっ

た。

大阪サウスでは、クラブの例会が月に２回開催され、そのう

ち１回は一般に参加を呼びかける公開例会で、ワイズを街に広

げようとするものである。またライブラリィ・コンサートやチャ

リティ・コンサートを開催して、ＹＭＣＡとワイズを知って貰

おうと努めている。クラブでは、毎年、独自のハンドブックを

作成してメンバーに配布し、一人一人がクラブのその年の計画

やスケジュールを常に把握出来るように心がけている。

大阪サウスでは、タバコのポイ捨てを無くするための街掃除

にも関わっているが、私たちにとって大阪サウスと言えば産地・

山形から直送されるサクランボによるファンド作り、今年も６

月が待ち望まれる。皆さん買ってあげてね！

シリーズ：私が在籍したクラブ紹介

大阪サウスクラブ 廣島義夫

２０２０．１１.１０(土) 大阪サウスクラブ６５周年記念例会

「 難民問題の現状とUNHCR活動」 芳島昭一氏


