
２０２１～２０２２年度 主題
国 際 会 長(ＩＰ) Ｋｉｍ Ｓａｎｃｈｅ （Ｋｏｒｅａ) キム・サンチェ（韓国）

主題：“Ｙ'ｓＭｅｎ ｗｉｔｈ ｔｈｅ Ｗｏｒｌｄ ” 「世界とともにワイズメン」
Ｓｌｏｇａｎ：“Ｈｅａｌ ｔｈｅ Ｗｏｒｌｄ ｗｉｔｈ Ｌｏｖｅ ＆ Ｄｉｇｎｉｔｙ” 「愛と尊厳で世界を癒そう」

アジア太平洋地域会長(ＡＰ) 大野 勉（神戸ポート） ＯＨＮＯ Ｂｅｎ Ｔｓｕｔｏｍｕ（ＪＷＲ）

主題：“Ｍａｋｅ ａ ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ ｂｅｙｏｎｄ ｔｈｅ 100ｔｈ” 「１００年を越えて変革しよう」
Ｓｌｏｇａｎ：“Ｂｅ ｈｅａｌｔｈｙ！” 「健康第一！」

西日本区理事(ＲＤ) 新山 兼司（京都トップス）
主題： “Ｃｈａｌｌｅｎｇｅｓ ｆｏｒ ｔｈｅ ｆｕｔｕｒｅ” 「未来への挑戦」

副題：「羽ばたこう！ ２０２２年ワイズ１００周年に向かって！」
京都部部長(ＤＧ) 中村 隆司（京都ウェル）

主題：「人生は一度きり Ｐａｒｔ２」 ～ワイズライフで人生を謳歌しましょう！～
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＜京都いのちの電話の今＞

「辛さを誰かに話したい」、「やるせないモヤモヤを伝えた

い」、「人の声がききたい」、そして「もう死ぬしかない」・・・

「京都いのちの電話」には毎日途切れることなくたくさんの方

からの着信があります。

「いのちの電話」は、相談というカテゴリーの中にはありま

すが、問題を解決する場ではありません。双方匿名の電話では

実際の援助は全くできません。できることは限られますが、私

が心がけていることは「独り言を対話にする」ことです。孤立

した（させられた）方が人を感じることによって、元々持って

いた自身の生きる力を思い出していただけたら良い

と思いながら活動しています。

報道にありますように、日本ではこれまで多いと

言われてきた中高年男性の自殺は減ってきています

が、女性と若者の自殺は増えています。「京都いの

ちの電話」でもこの1年、特に女性の電話が増えまし

た。若者は元々電話機能を利用しないので数は少な

いですが、それでも時々かかる若年層の電話は大変

深刻な訴えが多く見られ、出会う相談員は心を痛め

ながら傾聴、共苦しています。

すべての電話の内容は様々な事情、様々な問題によるもので

はありますが、共通しているのは「居場所がない」ということ

です。住む場所があっても居場所がない方達がたくさんおられ

るように思います。コロナ禍の下で、特に問題が浮き彫りにさ

れているのかもしれません。困難を抱える方は増え、そして孤

立を余儀なくされた方達も増え続けていることが電話の現場か

らひしひしと感じられます。

そのような中で、京都いのちの電話の課題の一つに、受け手

の相談員の減少によって「かかりくい電話」になってしまって

いることがあります。現在、感染対策をしながらなんとか養成

講座を開催しています。少しでも多くの相談員を得て、困難を

抱えた人の声に耳を傾ける運動をしてゆきたいと考えています。

＜共に奉仕のこころで＞

このささやかな運動も2024年には４０周年を迎えます。そし

てこの４０年を当初から変わらず支えてくださったのが京都ワ

イズメンズクラブの皆様です。ＣＳの援助先としてこの活動を

選んでくださり、そして変わらぬ優しさと力強さで

「縁の下の力持ち」の役割を担ってくださいました。

派手な支援者ではない、さりげない援助にどれだけ

助けられてきたかということは、先人からも語り継

がれ、そして私自身も実感しています。「通り過ぎ

ただけの過去は、もう過ぎ去ってしまった。けれど

生き抜かれた過去は、やってくる」これはハイデガー

がフランクルの自宅を訪ねた時に書き残していった

言葉です。「生き抜かれた過去」だからこそ語り継

がれているのだと思いました。

京都ワイズメンズクラブさんと京都いのちの電話はそれぞれ

別な形ではありますが「地道な奉仕」という共通点があります。

私はそれぞれが自分の選びによって意味のある行動を実践して

いくことは「生きる意味」に繋がる、と信じています。できれ

ばこれからもずっと５０周年に向けて共に歩んでいただけたら

幸いです。

「ワイズメンのさりげない援助に感謝して」

９月の在籍者数 ２６名
９月例会出席者２０名 ゲスト０名 ビジター５名
メーキャップ１名 ９月出席率→８０.８％
８月出席率全ﾒｰｷｬｯﾌﾟ算入後結果→算定不能

ニコニコ

９月分 １,２００円

累計 １２,２００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。「父が死者を復活させて命をお与えになるように、

子も、自分の望む者に命を与える。」 （ヨハネ５：１９－２４）
今月の聖句

京都ワイズメンズクラブ 第７４代会長 井上 和久

主題：「将来を見据えたクラブづくりを目指して」～think on the run~

強 調 月 間

の月

C H AR TE R E D 19 4 7

“ T O ACKNOWLEDG E TH E DU T Y THAT ACCOM P AN IES EVER Y R IGHT ”１

BF．EF

社会福祉法人 京都いのちの電話 事務局長 中瀬真弓

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。
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リ ト セ ン 秋 季 準 備 ワ ー ク

前日まで降っていた雨も止んで天候に

も恵まれたワーク日和でしたが、京都ク

ラブは今回、緊急事態宣言下のためＹサ

事業対象から外れた事も有り、参加メン

バーは井上会長、西村Y's・石若Y's・佐々

木の４名でした。

私が一番気になっていた‘高井さくら’

周辺の草刈りを井上会長と西村Y'ｓで写

真のようにきれいに整備していただきま

した。その後はいつもの研修棟前のウッ

ドデッキの修繕でしたが、今回は痛みの

激しい箇所の床板を撤去する作業だけを

して、お昼には終える事が出来ました。

参加いただいたメンバーに感謝です。

9月5日（日）

９月時短例会 京都部部長公式訪問

京都クラブ９月部長公式訪問例会は緊急事態宣言中の時短

開催となりましたが、予定通り９月１４日１９時より定例会

場のホテル日航プリンセス京都にて開催する事が出来ました。

久しぶりにメンバーに会え、元気そうな顔を拝見できて安

心しました。ネット環境が整い、リモートで会議などにも慣

れてきましたが、クラブの例会は自分たちが京都クラブの一

員だということを再認識できますね。やはり対策はしっかり

しないとだめですが、出来ればリアルで開催できるように考

えていきたいものですね。

１時間という短い時間の中での例会でしたが、京都部から

中村部長、佐古田Yサ主査、牧野交流主査にお越しいただき、

公式訪問のスピーチをそれぞれお話しいただきました。部長

を２期続けた理由として、なんとしてでも部会を開催したい！

ワイズデーを通じて地球環境の改善への意識高揚や舞鶴の町

そして北京都フロンティアクラブを応援したい、盛り上げた

い等の熱い思いを語っていただきました。

部長の仰る『楽しくなければワイズじゃない！』はもちろ

んですが、楽しいことに飛び込んでいく事、実際やってみな

いとわからないが、その体験、経験を得るために自分の時間

を整える、働き方を考える。ワイズメンズクラブに入会して

いる価値を感じられる環境づくりは自分にしかできません。

そこに価値を見出し、自分達の成長が楽しい！と思えるクラ

ブでありたいと思います。

9月14日（火）

「みんなで幸せを分かち合うとき

に、前を向いて歩む力を得る。」

そのような言葉を聞きました。苦しみに押しつぶされそう

な時、悲しみに沈みこんでしまいそうになる時、みんなで

支え合い、みんなで励まし合い、自分たちのできることを

して、みんなで幸せを分かち合こと

で、一人一人が新たな力を得ること

ができるのかもしれません。神様も、そしてイエス様も、

私達みんなが幸せを分かち合うように、導いてくださいま

す。

今月のクリスチャニティ
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１．１０月からの子どもウエルネスプログラム募集中

募集プログラム

スイミング、体操、サッカー、バスケットボール、

自然体験学習、ダンス、アフタースクール

※皆様のご参加、お待ちしております。

お申込みはhttps://e-ymca.appspot.com/kyoto/

またはQRコードを読み取って、お申込みください。

２．秋期ご入学成人英会話グループレッスン

★秋期ご入学★

成人英会話グループレッスン

この秋から京都YMCAで英語

を始めてみませんか。

お問合せ・お申込は

京都YMCA英語学校まで

Tel：075-255-3287 E-mail：

education@kyotoymca.org

３ ．アウトドアクラブ、発達障がい児サポートプログラム

ボランティアリーダー募集中
2021年度後期から活動するリーダーを募集

しています。詳細は、

http://kyotoymca.or.jp/camp/?page_id=802

または、下記QRコードを読み取ってください。

＜説明会＞

日程： 10月 5日（火）19時～20時

10月12日（火）19時～20時

10月19日（火）19時～20時

10月26日（火）19時～20時

11月 2日（火）19時～20時

11月 9日（火）19時～20時

11月16日（火）19時～20時

リーダー募集案内詳細

会場： 京都YMCA三条本館会議室（中京区三条通柳馬場南東角）

参加希望日時をお名前と合わせて ilovecamp@kyotoymca.org まで

メールにてお知らせください。

＜連絡先＞京都YMCAウエルネスセンター 075-255-4709

【担当：内園、中村】

※ご不明な点等も、こちらの連絡先までお問合せください。

ＮＥＷＳ

３日（火）役員会 １９：３０～ＹＭＣＡ三条本館

７日（日）京都部Y'sデー ＥＭＣ １０：００～舞鶴市旧神崎小学校

９日（火）創立記念月例会 １９：００～Ｈ日航ﾌﾟﾘﾝｾｽ京都

１４日（日）京都クラブワイズデー １３：００～ＹＭＣＡ三条本館

2021-22年度 第７４期９月度役員会

９月７日（火）１９：３０～ＺＯＯＭにて

出席役員 ：１３名 欠席役員 ：５名

＜議 案＞

一、故酒井善弘京都ＹＭＣＡ元総主事 供花の件

既に葬儀も終わっており取り下げ

二、宮脇ワイズへのお見舞金について

クラブ慶弔規定通り支出

三、京都部会のお楽しみ会について

各クラブとも入会３年未満のメンバーが対象

竹花、宮脇、三宅各ワイズに依頼

以上承認

＜報告事項＞

①西日本区会計より、2021年度西日本区大会登録費5万円の返金あ

り、参加者には登録費2万円が1万5千円の為、5千円の半額2,500円を返

金する。

②9月例会は9月14日(火)19:00より20:00までの時短で京都部部長公式

訪問例会。

③トゥビ―クラブとの合同例会を年内に実施の予定で、会長・山本ドラ

イバー委員長と小幡ワイズが10月7日に打合せの予定。

④8月野外例会が延期になったので、振替日をいつにするかを検討中。

＜ＹＭＣＡからの報告＞ 藤尾担当主事より

①サバエ、リトセンリトセンでの今夏のキャンプが終了。ワーク感謝。

②日本語科は秋入学も難しく、オンライン授業の予定。

＜各事業委員会報告＞次回委員会日程は別紙日程表を参照ください

○Ｙサ・ユース ： リトセン秋季準備ワーク（9月5日）は高井桜の周辺の

草刈りとデッキの補強 参加4名

〇CS・環境： ワイズデーは京都クラブは独自で実施。前回のバナーを

作り替えてしっかり掲示、再度オリジナルポケットティッシュを配布する。

〇国際・交流 ： ＤＢＣ締結クラブの三島、十勝と候補の富山クラブにお

菓子を送った。各クラブからお礼状。富山クラブからは今年度中に１名

例会出席されるとのこと。

〇ブリテン ： 早期完成、発送作業を９月３日に行う。

〇広報 ： ８月のZOOM役員の写真をアップ ・９月号ブリテンを８月１２

日にアップした

次回の役員会は１０月５日(火) １９：３０～

役員会報告

５日（火）役員会 １９：００～ＹＭＣＡ三条本館

１０日（日）京都部部会 延期→2022年４月17日（日）に

１２日（火）ＳＤＧｓ例会 １９：００～Ｈ日航ﾌﾟﾘﾝｾｽ京都

１７日（日）じゃがいもファンド配送日 ９：００～丸進運輸久御山

３０日ＥＭＣ懇親会 詳細、未定

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
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ＳＤＧsとは「Sustainable Development Goals 持続

可能な開発目標」の略称で、１７の目標とそれを達成す

るための１６９のターゲットで構成されています。サス

ティナブルとは、“持続的に”という意味。今まで以上

に暮らしやすい環境や生活を、未来のために持続してい

くための取り組みです。2030年までに世界が取り組むべ

き目標として、2015年９月に国連サミットで採択されま

した。

目標を達成するためには、国、企業、個人、あらゆる

人々の協力と参加が不可欠ですが、ＳＤＧsの認知度は急

速に高まっており、直近のデータでは認知度６７％とい

う結果も出ています。一方で今後ますます重要となって

くることが、ＳＤＧsを自分ごととして捉えることです。

ＳＤＧsという言葉を聞いたことがあるけれど、自分とは

関係のないことだと思っている人はまだまだ多い状況で

す。

これは企業の研修やコンサルティングの現場でもよく

起こっています。経営者はＳＤＧsのことを理解し経営に

取り入れる事が必要であると感じていても、社員さん一

人一人の理解がないままに進めることはできません。そ

のために行なっている事が、ＳＤＧsを自分ごととして捉

えるための研修、そして自社の取組をＳＤＧsの視点から

考えるというワークショップです。

中小企業には素晴らしい取組を行なっているところが

たくさんあります。固定概念を持たずに、自分の生活や

事業活動の一つ一つを、１７個の目標に順番に照らし合

わせてみてください。これは絶対

に関係ないだろう。と思い込んで

いたことが、実は大きく繋がって

いた。ということはよくあること

です

＜ＳＤＧsの面白い取り組み＞

ＳＤＧsには、実はよく知っている

企業や身近なところで行われてい

る、面白い取り組みもたくさんあ

ります。

企業の取り組み①

「株式会社アレフ(びっくりドンキー)」

株式会社アレフは、ハンバーグレ

ストラン「びっくりドンキー」な

どの飲食チェーン店を運営してい

る企業です。そのびっくりドンキー

で、廃油の回収を行っているのは

ご存知でしょうか。店舗に家庭で

使った揚げ油などの廃油を回収する回収ボックスが設置

されており、気軽に持ち込むことができます。また、店

舗や学校などで出た廃油も回収しており、その廃油から

作ったハンドソープを店舗で使用できるそうです。さら

に、軽油の代わりとして使われるバイオディーゼル燃料

などにリサイクルされており、廃油のゴミを減らすこと

で資源循環にもつながっています。ほかにも、子ども向

けの農業体験活動や食品ロスに関する活動など、幅広く

活動に取り組んでいるのも特徴的です。

企業の取り組み②

「石井食品・ユニリーバ(おてらおやつクラブ)」

石井食品とユニリーバが提供している、特定非営利活動

法人「おてらおやつクラブ」。おてらおやつクラブとは、

お寺にお供えされるさまざまな「おそなえ」を仏さまか

らの「おさがり」として、経済的に困難な状況にある家

庭へ届ける活動です。厚生労働省によると、現在日本の

子どもの７人に１人は相対的貧困といわれ、社会的な問

題となっています。石井食品とユニリーバは、全国1300

件以上の寺院のネットワークを持つおてらおやつクラブ

と手を組んで、貧困状況にある子どもや家庭に食品・日

用品をおそなえ・おすそわけをして、支援を行なってい

ます。企業が抱えるフードロスの解消と貧困家庭の支援

という、両方の問題解決を行うとても面白い取り組みで

す。

企業の面白い実践例を見てきましたが、全国のＹＭＣ

Ａとワイズメンズクラブが手を組んで出来ることや、私

たちの日常生活でできる身近な例も

たくさんあります。その中でも、比

較的取り組みやすいものについてご

紹介しておきましょう。

｢エシカル消費で買い物を見直す｣

買い物をするときに、何を基準に

して商品を選びますか？

価格や品質、生産地など、さまざ

まな視点がありますが、その視点の

ひとつに「エシカル」を取り入れて

買い物をすることを「エシカル消費」

といいます。エシカルとは倫理的・

道徳的という意味があり、人や地球

環境、社会に配慮した消費活動をす

ることがエシカル消費と位置づけら

れています。最近では、社会や環境

に配慮した商品を見分けるためにさ

まざまな認証マークがあるので、買

い物の際に見つけてみてください。


