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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～

京都ワイズメンズクラブ
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強 調 月間

JWF の月

第７３代会長

坂口 大輔

主題：「未来に繋がる形作りを」
今月の聖句

ヨハネは記す。「私たちは、真実な方の内に、その御子イエス・キリストの内にいるのです。この方
こそ、真実の神であり、永遠の命です。」
（１ヨハネ５：１８－２１）

古いアニメ映画で「西遊記」という作品があります。大変美しく、今も全く色あせない素晴らしい作品です。その中に、有名なエピソードが
あります。乱暴者の孫悟空は、世界の果てにまで飛んできたと思ったら、お釈迦様の手の中でした。孫悟空はお釈迦様に捕らえられます。力づ
くで出ようとしてもびくともしません。けれども、仲間を愛し、苦しむものを助けようとするとき、そこから出ることができたのです。私たち
は神様の内に居ます。神様の内に居るのは、安住の地でゆっくりと過ごすことではありません。悔い改め、愛の道を歩むことです。私たちは神
様の内で、愛の器として整えられてゆくのです。
日本聖公会 京都聖マリア教会 司祭 ミカエル 藤原健久

私 と “ワ イ ズ メ ン ズ ク ラ ブ ”

ブリテン委員長 廣島 義夫

ワイズメンズクラブは、各地にあるＹＭＣＡの活動を支える
くの仲間と話が出来て大喜びしてくれた。
団体である。しかし、それぞれのＹＭＣＡで任意に生まれてい
福岡Ｙの会員≒ワイズ候補という線で、主事から紹介された
るもので、何か強制力が働いているわけでも、ＹＭＣＡ側の制
候補者の方々とも話をする機会を持った。いろいろな人がおら
度として出来ているものでもない。仕事の都合で福岡に三年間
れて、「日本賢人会」と誤解されていた大学の先生や、ワイズ
を過ごした、私のささやかな経験をご紹介してみたい。
メンズクラブとはどのような思想を持つのかと特高警察の人に
すでに大阪でワイズメンズクラブのメンバーだった私にとっ
質問されたこともあった。そんな中には、先年アフガニスタン
て、単身赴任での勤務地にワイズがないことは寂しいかぎりだっ
で凶弾に倒れたあの中村哲さんもおられた。九州大学医学部卒
た。以前はＹＭＣＡもワイズもあったのだが、諸般の事情から
の中村さんとは時々近くの喫茶店でお茶したこともあった。ワ
活動を休んでいて、当時の福岡にはＹＭＣＡはあったが、現地
イズメンズクラブ設立にそろそろ目鼻がついてきた頃には、Ｙ
の法人ではなく、日本ＹＭＣＡ同盟（東京）の出先機関に過ぎ
ＭＣＡのイベントに大阪クラブの岩越さんに来てもらったり、
なかった。もちろんワイズもなかった。子供たちのためのプロ
メンバー候補者の何人かと一緒に熊本クラブを訪問したことも
グラムはあったが小規模で、主事と事務職とプログラム担当者
あった。
がそれぞれ１人という最小規模だった。
こうして福岡にＹＭＣＡとワイズメンズクラブが同時誕生す
事務所は福岡屈指の繁華街・天神にあり、私の会社からも近
る目鼻がついたときに、突然お別れの時がやってきた。私が大
かったので、毎日のように夕方には寄り道し
阪本社に帰ることになったのだ。本当につら
ていた。主事さんは、とにもかくにもＹＭＣ
い別れだった。それでも新幹線の博多駅には
Ａの会員を集めないとと、紹介された人たち
たくさんの仲間やＹのリーダー達が見送りに
を訪問して回っていた。そこでまずお願いさ
来てくれて、大きなＹＭＣＡの旗を打ち振っ
れたのは、事務とプログラムの女性二人を御
てくれた。しばらくは涙が止まらなかったの
殿場の日本ＹＭＣＡ大会に連れて行ってくれ
を覚えている。私は一生ＹＭＣＡとワイズか
ないかということだった。私自身も御殿場の
ら離れられないだろうと思わされた瞬間だっ
大会に参加するのは初めてだったが、二人と
た。
もＹＭＣＡのスケールの大きさや出会った多
現在の福岡ＹＭＣＡ会館
２月の在籍者数 ３０名（内功労会員１名）
２月ｚｏｏｍ例会
メンバー出席者 ２０名
ゲスト１名 ビジター１名 ２月出席率→６９.０％
１月出席率全ﾒｰｷｬｯﾌﾟ算入後結果→算定不能
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２月ＴＯＦ例会は中村部長を迎えて初のＺＯＯＭ・リモートで！
ゲストのＹＭＣＡ三条保育園山下園長がワイズデーを大いに評価
京都においても緊急事態宣言中の２月９日(火)、２月ＴＯ

2月9日(火)

れなかった。

能な方法がとられた。もちろん歌や食事は省かれたが、もと
もとＴＯＦの月ではあるし、私にとっては通常の例会とさほ

況ではあるが、今現在当園に通われている子供さんのご兄弟
が定員いっぱいで入れず、兄弟姉妹が別々の保育園に通われ

ど違和感はなかった。逆に雑談が無いだけゲストのお話に集
中できるが、一方でやはり雑談の楽しさを取り上げられて少

る悲劇をなんとかしてあげたいとの思いから決断されたとの
ことだった。 コロナ禍の７５周年を迎える京都クラブが、

し物足りなさは残った。いずれにしても、初の試みにしては

この分園をプレゼントとかできたら素晴らしいな、などと思

十分出来は良かったと思う。鍵谷委員長をはじめドライバー
委員の皆さん、関係者の皆さん、お疲れさまでした。

いながら京都クラブ初のリモート例会は無事閉会した。

部の事業や行事が新型コロナウィルスの感染拡大に伴う措置
で、次々と中止になって何もできない状態だと嘆かれた。た
だし、それは部単位の事業や行事であって、クラブ単位の事
業は京都クラブでは、中止になったＹＭＣＡ主催イベントの
サポート以外に、Ｙサの各プログラムにしてもＹｓデーの取
り組みにしても、現状で出来る新たな事業を次々と企画・実
施してきており、現在も日本語科の修了文集制作という、在
宅で出来る最高の高度な、学校スタッフとの協働Ｙサ・プロ
グラムが３月の日本語科修了式贈呈めざして進行中だ。
もちろん、皆でガヤガヤ食事をしたり、居酒屋等で呑みな
がらＹｓ談議を交わすことができなかったりという寂しさは
あるが、それとプログラムとは別問題であり、さほど心配さ

私達 京 都 ワイ ズ メ ン ズ ク ラ ブ は Ｙ ＭＣ Ａ

さて、本日のスピーカーはコロナ禍の非公式訪問でいささ
か元気のないご様子の中村京都部部長。予定していた様々な

公益 財 団法 人京 都Ｙ Ｍ ＣＡ は、 「し た い何
かが み つか り、 誰か と つな がる 。私 が よく

をオープンさせる予定とのことだが、以前聞いたお話では、
ＹＭＣＡの財政がひっ迫していて資金的余裕のない現在の状

なる、かけがえのない場所」を提供します。

た。ＺＯＯＭによる参加が出来ないメンバーは三条ＹＭＣＡ
にリモートの特設会場が設けられ、例会として全員参加が可

の青少 年育 成 活動 を支 援し 、 様々 な地 域奉
仕活動 を行 っ てい ます 。ぜ ひ 、あ なた も入

今春には地域の子育て支援の充実をめざして保育園の分園

会して、一緒に活動を楽しみましょう！

Ｆ例会が京都クラブ初のＺＯＯＭによる例会として開催され

配布したポケットティッシュ

れなくても大丈夫ですよ部長さん。何事も例年通り、前例通
り、という発想をやめて、今の状況から考えられる新しい発
想を駆使して楽しく乗り切っていくしかありませんね。
もう一人のゲストは、先に予定のあった他団体の会議が終
了後、直ちに三条Ｙの特設会場からリモートでご参加くださっ
たＹＭＣＡ三条保育園園長の山下先生。まずは、開園直後の
保育園サポート・キックオフ事業「お散歩カー贈呈」以来、
切れ目なく続いている京都クラブの保育園支援に対して深い
感謝を述べられた。続いて園長先生がめざしておられる三つ
の柱によるキリスト教精神豊かな保育園について説明され、
ＹＭＣＡの保育園にふさわしいそのお考え方に共感を呼ばず
にはいられなかった。

令和２年１１月２３日（祝）、京都クラブ独自のワイズデーを実施

また、昨年１１月のワイズデーに京都クラブが三条通に設
置したバナースタンドと横幕バナーについて、山下園長がこ
れを大いに評価されて、バナーに書かれたアピールの内容を
読んで、こんな保育園で保育士をしたいという方や、こんな
考えの保育園にぜひ子供を託したいという親御さんなど、多
くの方が賛同してくださったという実話を披露された。確か
に、ワイズデー当日にポケットティッシュを配布してアピー
ルした時も、「ＹＭＣＡてこんなことしてるんや」などの反
応が多かった。よくあるワイズの自己満足でなく、我々のＹ
ｓデープロが実際にＹＭＣＡの役に立った事業であったこと
を証明してくださったのだ。このお話を聞けて、京都クラブ
があげた大金星がまたひとつ増えた喜びを実感せずにはいら
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シリーズ：私が在籍したクラブ紹介

石若義雄

―――甲府２１クラブからＹＭＣＡと繋がる―――
1993年、私が初めてワイズメンズクラブを知り、入会したのが甲府２１クラブでした。
何故山梨県かと言いますと、大学移転総合計画の設計担当ということでの赴任でした。甲
府クラブからエクステンションしたサラリーマンを主体に設立された甲府２１クラブに、
チャーターメンバーの駒田勝彦ワイズ（第１６代東日本区理事）が、山梨英和学院の法人
本部で経理課長をされ、打合せの窓口におられたことが縁でした。
ワイズメンズクラブは何をする団体なのかもわからず、ただＹＭＣＡと繋がることがで
きるという喜びで入会しました。当時のメンバーは、２０数人でしたが、例会はＹＭＣＡ
会館のホールの一部。夕食はコンビニ弁当で、お茶は当番が湯沸かし室で用意して、例会
後には湯呑茶碗を洗って片付けて帰るというものでした。ホテル例会の費用を抑えるこ
とでもありました。

2015 25周年記念伊豆旅行（修善寺）

各委員会では何を話し合うのかも分からずにいましたが、ＹＭＣＡを支援する事業内容
は目に見え、体験することが多くあり、又会員の交流としてハイキングなども家族と一緒
に楽しむことができました。甲府市は小さな街ですので、お互いの関係も身近なものにな
りました。メンバーにはＨｉ-Ｙ出身者が数人おられたこともあり、ＹＭＣＡ事業につい
てはよく知っており、Ｙ'ｓとしては何が出来るかを提案され実行していたのだと思いま
す。私はある程度時間に融通の利く立場でしたので、当時の総主事であった大和田さんか
らスキーキャンプの下見に行くので同行してほしいと言われ、二人で下見に行ったことも
ありました。
ＹＭＣＡ事業への協力以外に、世界に向けた７００円募金を支援継続事業として行って
いました。この事業は、山梨県の地方病が大きく関係しており、日本では根絶された病気
でしたがフィリピンではまだ多くの子供たちが苦しんでいるのを、山梨県の医師が治療に
訪れていたこともあり支援をしていました。この地方病は、日本住血吸虫病といい、ミヤ

2016-3 甲府21・草津両クラブ合同例会場

イリ貝を媒介にして人の体に入り肝臓などに炎症を起こし、おなかが大きく膨れる病気で
す。現在は終息したそうで７００円募金も終わり、新たな事業に取り組んでいるというこ
とです。
甲府２１クラブ在籍時には、地球温
暖化問題を取り上げたり、ハンセン病
について学ぶ機会が与えられました。
これらの講師は、山梨県在住の方たち
で、それぞれの問題について支援活動
をされていることも知り、ワイズ活動
が幅広い運動の一つであることを徐々
にですが理解させていただき、私の中
でワイズ活動の下地が出来たのだと思
います。

2020 ３０周年記念例会にて、キャンドル入会式

2021-202 2年 度

第７４期

2020 山梨YMCA新館お披露目

井上和久会長期の三役

大田 龍二副会長：３２年の経験を生かして、若いメンバーと熟練メンバーとの融和をはかり、京都クラブの原点をもう一度
見つめ直してみたい。
坂口 大輔副会長：来期井上会長の副会長を務めさせていただきます。側近ですので、会長の愚痴や文句を聞く係をしようと
思っております。(笑)
金澤 市郎書記

：書記の任務は新型コロナ禍でも減りません。宮脇ワイズと分担して共に皆さんのお役に立つよう職責を果
たしたいと思います。

宮脇 雄弥書記

：コロナ自粛ばかりであまり活動できていませんが皆様と活動でき会えるのを楽しみに書記を務めさせていた
だきます。

合田 太一会計

：会計をさせていただくことになりました。京都部のＥＭＣ主査と次期会長の三足のわらじ状態で、仕事が
ちゃんとできるか心配ですが自分の伸びしろを信じて1年間チャレンジしてみます。よろしくお願いします。

竹花 佑磨会計

：京都ワイズに入会し、1年が経ちました。会計をすることによってワイズの活動内容等分かるようになっ
てきました。２期連続の会計となりますが頑張りたいと思います。
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役員会報告

ＮＥＷＳ

2020-2021年度 第７３期 ２月度役員会
２月２日（火）１９：３０～ ＺＯＯＭにて
出席役員 ：１４名 欠席役員 ：４名

＜議 案＞
①功労会員について
柴田ワイズを申請したい。・・・承認

（１）４月からの子どもウエルネスプログラム申込み
スイミングスクール、体操、サッカー、バスケットボール、
キッズダンス 自然体験学習プログラム、アフタースクール※

②京都クラブの会則改定について
改定検討委員会を立ち上げたい。ついては会長(坂口)、柴田ワイズ、三井ワ
イズ、石若ワイズ、金澤ワイズの５名で構成したい。石若ワイズに委員長を
依頼する。・・・承認
③相原Yサ委員長が４月から東京へ転勤､退会､後任について｡
任期が残り３ヶ月であることと、保育園関係は三井ワイズに担当を依頼する
ことで、担当三役である井上次期会長が引き継ぐ。・・・承認
④京都部から次期ＥＭＣ主査を輩出してほしいとの要請が来ている件
指名のあった合田ワイズを輩出する。（本人了解済）・・・承認
⑤当面の例会開催について
・２月TOF例会はZOOMで行う。三条YMCAを特設会場として 自宅等でZO
OMで参加できないメンバーはYMCAでZOOMで参加する。・・・承認
・講師は中村京都部部長を予定、ゲストにYMCA三条保育園の山下園長を
お迎えする。
・３月例会は緊急事態宣言解除次第で、ホテル側と折衝し、臨時も含めた
役員会で決定する。
⑥TOF献金の支出について

【お申込み・お問合せ】
京都YMCAウエルネスセンター（TEL）075-255-4709

ドライバー予算の中に組み込まれているので、そこから支出する。・・・承認
⑦片山ワイズの年会費の徴収について
入院中であるが、功労会員でもあり先ず本人の意思を確認する。・・・承認

詳しくは予約専用サイトe-YMCA（下記URL）をご覧いただくか、下
記QRコードを読み取ってご覧ください。
https://e-ymca.appspot.com/kyoto/index

＜報告事項＞
①今井担当主事が退職し、後任に藤尾主事が担当主事になった。
②日本語科留学生の修了文集の進捗状況
先生の校正が終わり戻ってきたところ。これから修正して印刷にまわす
予定。４８ページ建て、１００部単位の発注なので２００部作成する。
3月１０日までに１１０部以上を納品する。
＜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：

※アフタースクールはe-YMCAでなく、電話にてお問合せください。

・リトセンの宿泊棟のクロス張替の依頼を受けている。
・バスケットボール大会への寄付金についても依頼を受けている。

（２）４月からの子ども・成人英会話申込み

ドライバー：

3月1日（月）から受付開始いたします。

例会の開催についてホテル側と打合せを行い方向性を探りたい。

詳しくは http://kyotoymca.or.jp/english/?p=2102 をご覧

ブリテン：

いただくか、または下記QRコードを読み取ってご覧ください。

明日２月号が到着する予定。メンバーには今月も郵送する。
広 報 ：
12/22 クリスマス電飾の動画をアップした。 12/26 ブリテン１月号をアッ
プした。 1/29 ブリテン２月号をアップした。 1/29 京都部PR委員会にZoo
mで参加した。 2/1 ビデオレターを動画配信した。
次回の役員会は３月２日（火）１９：３０～ 於三条ＹＭＣＡ

【お申込み・お問合せ】京都YMCA英語学校（TEL）075-255-3287

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。

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

１６日（火）日本語科卒業式

６日（火）役員会
１３日（火）例会

1３：００～ＹＭＣＡ三条本館

１９：３０～ＹＭＣＡ三条本館
１９：００～Ｈ日航ﾌﾟﾘﾝｾｽ京都

Ｅ m a il ： tanupon@mbox.kyoto-inet.or.jp

４

