
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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１０月の在籍者数 ２６名
１０月例会出席者２１名 ゲスト１名 ビジター０名

メーキャップ ０名 １０月出席率→８０.８％
９月出席率全ﾒｰｷｬｯﾌﾟ算入後結果→８４.６

ニコニコ

１０月分 ５,５００円

累計 １６,５００円

クラブファンド

累計 円

ＢＦポイント

切手

累計

貧しい人々にも手を差し伸べよ。施しの恵みは、生きとし生けるものすべてに向かうもの。泣く人々を置

き去りにするな。嘆き悲しむ人々と共に嘆き悲しめ。 （シラ書７：３２－３６）
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 ACK NOWLEDGE T HE DU T Y T HAT ACCOM P AN IES EVER Y R IGHT ”１

Public Relationes

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。

今年の夏は、一年遅れの「東京２０２０・オリンピック／

パラリンピック」で、日本中が熱い夏でしたね。 とりわけ

京都ワイズにとっては、ゆかりのある選手が出場したパラリ

ンピックは目が離せなかったのではないでしょうか。

今からちょうど４年前の２０１７年８月例会、車いすバス

ケットの京都在住・柳本あまね選手を講師にお迎えして車い

すバスケで奮闘するお話を聞かせていただきました。当時、

彼女は聖母女学院を卒業して同志社女子大に進学したばかり。

車いすバスケについてもあまり知識の無かっ

た私たちにとっては、障害を抱えながらス

ポーツに奮闘する素敵な娘さんという程度

しか理解出来ていなかったのではないでしょ

うか。

しかし４年後の今夏、大学を卒業して就

職した彼女の顔を東京パラリンピックで見

ることが出来ました。しかも車いすバスケ

は想像以上にハードなスポーツで、車いす

をガチンがチンと激突させながら相手と競い合って、頭上の

籠にボールをシュートしなければならない。柳本さん曰く、

「皆さんの目は車いすのブッツケあいだけに注がれますが、

バスケットボールだから、高い所にある籠にボールをシュー

トするのが勝負なのに・・・」と。

チーム最年少の彼女が異例の若さで東京２０２０のメンバー

に抜擢されたのは、実は２０２４年、更には２０２８年のパ

ラリンピックに向けて、将来のチームの中核作りにあるそう

です。私たち京都ワイズも、長い目で柳本選手を応援しよう

ではありませんか。

そしてもう一人、全国都道府県対抗車いす駅伝をお手伝い

している京都ワイズではもう永年のお馴染み、東京チーム・

土田和歌子選手。もうオーバーフィフティではないか（？）

と思われますが、陸上長距離に出場されていました。来年の

車いす駅伝でお会いしたら、パラリンピック見たよ！と声を

かけてあげて下さい。

ところで、パラリンピックのパラは平行

ということで、オリンピックに並行して

行われるもう一つのオリンピックという

意味のようです。しかし、観戦している

限りでは何故別々に行われるのか少し疑

問を感じました。競技場の設備や日程な

どを考えると、別々に開催した方が効率

的なのかも知れません。けれども、例え

ば同じ三千メートル競走でも障害の有無で種目を別々にする

だけで、同日同時間帯に続けて実施してはどうなのでしょう

か。障害の有無によって大会を別にするのではなく、一つの

大会の中で違う種目として行ってこそ＜パラ→平行＞に相応

しいのではないかと思いました。 パラリンピックではなく、

オリンピックで柳本さんや土田さんのファインプレーを見ら

れる日を待っています。。

京 都 ワ イ ズ と パ ラ リ ン ピ ッ ク ～ 柳 本 選 手 と 土 田 選 手 ～

Wellness

社会の中での福祉は、苦しむ人々のために為されるものです。

けれども時に、誰のためにしているのかが分からないような働

きを、見受けることがあります。何か別の欲望のために、大切

なお金や力が使われて、本当に必要な人々の所に助けが行き届

いてない、と言うことが、社会の中であるように思います。社

会に対する私たちの監視の目が必要です。私達も、様々な奉仕

活動をします。本当に必要な人に、神様の愛が届くような活動

を行いたいと思います。

ク
リ
ス
チ
ャ
ニ
テ
ィ
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京 都 Ｙ Ｍ Ｃ Ａ サ バ エ 教 育 キ ャ ン プ 場 閉 所 式 9月26日(日)

今年もジャガイモ・ファンドの配送ワークが無事終了した。

配送の段取りが良かったのと、運び手が早朝から頑張ってく

れたおかげで、例年よりも早くレンタトラックを返せたし、

個々の配達も明るいうちに終えることができた。

だが、やはり圧倒的に違うのは運んだ総量だ。かつてジャ

ガイモ・ファンドの絶頂期には、メンバー数３０数名で 高

３３トン（３３００箱）を土日の二日がかりで運んだものだ。

今考えると、どうやってこの重たい１０ｋｇの箱を３０００

個以上トレーラーからトラックに積み替えて配達できたのか

わからない。でもそうやって先輩たちが積み上げてきたのが

今ある特別会計の残額なのだ。

そう考えると、使い方も余程慎重に意味のある濃いもので

ないと先輩方に申し訳ない気になる。このクラブファンドに

よる皆さんの浄財がなければ、私たちの活動は全て自分たち

の会費だけで賄わなければならなくなり、クラブとしての事

業活動をとんでもなく縮小するか、各自が相当な高い会費を

払ってでも現状レベルの活動を続けるかの選択をすることに

なる。そうなれば、おそらくクラブは崩壊、解散へとむかう

のかもしれない。

なんとも恐ろしい話になってしまったが、そこまでの意識

を持ってクラブファンドをなんとか全員で盛り上げていって

ほしいという思いに他ならない。１０ｋｇの「ジャガイモ」

が重いなら、５月頃には５ｋｇ箱詰めの「淡路新玉ねぎファ

ンド」もあります。今よりもっと真剣に考えていろんなファ

ンド商品を作り上げていきましょう。

今 年 も 十 勝 か ら や っ て き ま し た ジ ャ ガ イ モ 達 ！

９月２６日１４時より、サバエ教育キャンプ場閉所式を現地にて

開催いたしました。本来ならば多くのＯＢや関係の皆様にお集まり

いただきたいところでしたが、緊急事態宣言中ということもあり、

地元関係者、職員ＯＢ、理事役員、在京各ワイズメンズクラブの代

表含めて４０名の方にお集まりいただきました。

リーダーＯＢでＹＭＣＡやキャンプに理解の深い兼松豊牧師によ

る礼拝の後、地主、佐波江町自治会の方々からメッセージをいただ

き、サバエキャンプが７３年の歳月の中で、いかに多くの子どもた

ちやリーダーに夢や貴重な体験を与えてきたか、様々なエピソード

を交えながら感謝の気持ちと惜別の思いを伝えていただきました。

当日はあいにくの雨模様の中でしたが、集われた方々のサバエに

対する様々な思いが寄せられ、心熱くなる時間となりました。感謝

して報告いたします。 報告 サバエキャンプ長 中村彰利
京都クラブからは、井上会長、佐々木Yサ委員長、石若ワイズが出席さ

れました。お疲れさまでした。

京都ＹＭＣＡからの強

い要望を受けて、京都

クラブが創立５０周年

記念事業として、びわ

こサバエキャンプ場に

１年以上通って全てワー

クで造りあげて寄贈し

た「フィフティ・キャビン」。

寄贈物のネーミング

にワイズ名などを入れ

なかった、故高井ＯＢ

の思い出がたくさん詰

まった作品の一つです。

10月17日(日)
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１．ウィンター＆スプリングプログラ

ム参加者募集

冬休み、春休みのスキー、雪あそび、

アフタースクール、体操、スイミングの

参加者を募集します。

初めての方も、リピーターの方も、ぜ

ひご参加ください。すべては子どもた

ちの「こころとからだを育む」ために。

初めてのお子さまでも安心できるように、

しっかりサポートします。
各プログラムの日程、詳細をお知りになり

たい方は、右記ＱＲコードを読み取ってご

確認ください。

２．成人アクアクラス参加者募集

成人会員様を対象にアクア（水中運動）プログラムを開催しています。

開催曜日：金曜日１３時３０分から

（月３回。第４５金曜日はお休み）

このクラスでは、水の抵抗を利用し、

軽い動きで負荷をかけてリズムに

合わせて楽しく運動します。水の中

なので体への負担が少なくエクサ

サイズできるので、関節の動きが鈍

い方でも安心してご参加いただけま

す。期待できる効果：基礎代謝の向上、肥満解消など、

お問合せお申込みは

京都YMCAウエルネスセンター Tel：075-255-4709

３．YMCA国際協力募金

お預かりする募金は、新型コロナウィルスによって、貧困層がより困難

な状況になっている地域の生活支援をしているインド・ランチYMCA（京

都YMCAとブラザー関係）な

どの支援に用いられます。

＜募金の方法＞

１）ＹＭＣＡ各フロア受付

２）口座振込 郵便振替

01050-7-19132

京都YMCA奉仕活動基金

通信欄に「国際協力募金」と

お書きください。

４．オータムフェスタ

自然あふれる環境の中、秋の一日を楽しみましょう。秋の魅力と味覚

が満載。感染対策を徹底します。ぜひご参加ください。

日 時： 11月14日（日） 11:00～14:00

場 所： 京都ＹＭＣＡリトリートセンター

ＮＥＷＳ

2021-22年度 第７４期１０月度役員会

１０月５日（火）１９：３０～三条ＹＭＣＡ

出席役員 ：１４名 欠席役員 ：４名

＜議 案＞

一、オータムフェスタが11月14日(日)について、

当日は京都クラブの「ワイズディ」プログラムが先に決定している為、

出店などの参加を辞退。4万５千円の協賛金は例年通りＹＭＣＡに

寄付する。

二、京都部ワイズデーｲn舞鶴 11月7日(日)について。

親睦バーベキューをＥＭＣ「お楽しみ会」として参加者を募集する。

参加費用6,000円程の半額程度?をＥＭＣから補助する。

以上承認

＜報告事項＞

①ＥＭＣお楽しみ「懇親会」を10月30日(土)18:30から予定します。

YMCA三条本館前の「Din’s」にて、会費5,000円。

②延期になった野外例会をYサ委員会の要望でリトセンで実施する、

日程は未定。

③じゃがいも配送ワークが10月17日(日)に決定。

④今後の日程・スケジュール表の訂正

12月21日(火)1月分役員会・クラブ忘年会とする。

＜ＹＭＣＡからの報告＞ 藤尾担当主事より

①11月3日13-15時三条YMCA前で小規模なインド・ランチＹＭＣＡ支援

の国際協力募金を行う。

＜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 ：委員会は毎月原則第３木曜に開催する。

〇地域奉仕・環境：クリスマス飾りつけの準備にかかる

〇ドライバー：11月創立記念月例会はOBの参加を促し懇親を深め、ドァー

プライズなど景品で盛り上げる予定。10月号のブリテンにハガキを同封

してOBの参加者を募る。委員会は毎月原則第３木曜に開催する。

〇国際・交流 ：京都部国際・交流懇談会に出席予定。

〇ブリテン：１０月号は到着済みで例会配布する。発送日は後日メール。

〇広 報 ： ＺOOM役員会や9月部長公式訪問例会などをHPにアップ。

〇ファンド：じゃがいも配送の段取りを詰める。

＊次回の役員会は１１月２日(火) 三条ＹＭＣＡにて １９：３０～

役員会報告

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

２日（火）役員会 １９：３０～ＹＭＣＡ三条本館

７日（日）京都部ワイズデーｉｎ舞鶴 ７：５０～四条室町集合

７日（日）ＥＭＣお楽しみ会 １３：３０～「マリンビレッジ風月」

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

１４日（日）リトセンオータムフェスタ リトリートセンター

クリスマス電飾ワーク

７日（火）役員会 １９：３０～ＹＭＣＡ三条本館

１４日（火）例会 １９：００～Ｈ日航ﾌﾟﾘﾝｾｽ京都

２１日（火）１月分役員会＆忘年会１９：３０～ＹＭＣＡ三条本館

電飾片付けワーク
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１０月１２日（火）定時１９時、定例会場のホテル日航プリンセス京都にて１０月例会を

開催。

本日の講師をしてくださる關つぐみさんは、2014年から2018年まで京都ＹＭＣＡに勤務さ
せき

れていて、国際と名の付くプログラムはほとんど担当されておられたそうで、ネパールＹＭ

ＣＡ支援バザーなどでご存じのメンバーも何名かいらっしゃるようでした。

ＹＭＣＡ在職当時からすでにＳＤＧｓについて勉強しておられて、開発途上国等の貧困や

格差の現状を知るにつれて実際に現地で現実を見たいと思うようになり、2018年に京都

ＹＭＣＡを退職して2019年からＪＩＣＡ（青年海外協力隊）に参加されました。赴任先

のドミニカ共和国で環境教育などに携わっていたところ、新型コロナの騒ぎとなり任期

途中で日本に呼び戻されました。それなら日本のゴミ問題をやろうと思ったところに、

ゴミの出ない暮らしをめざして社会の仕組みを変えていこうとする「ゼロウェイスト」

の運動を知り、ＳＤＧｓにも深く結びつく今の仕事にのめりこんだということでした。

講演の前半で上記にまとめた基本的なＳＤＧsの解説をされた後、各目標へ

の具体的な取り組みの例として、現在關さんが京都本店の店長をされている

スーパー斗々屋について詳しく説明されました。

斗々屋は「ｚｅｒｏ ｗａｓｔｅ＝ゴミゼロ」すなわち使い捨て個包装一

切なしの量り売りスーパーで、客が持参した容器や店内にあるレンタル容器

を使って必要なものを必要な量だけ買うことが出来るシステムになっている

そうです。オーガニック、フェアトレード、動物福祉に配慮した食材が中心

で、仕入れ段階でもゴミを出来るだけ出さない工夫をしているとのこと。最

近こうしたスタイルのお店が欧米では増加中なのだそうです。

自分たちに出来るところから可能なターゲットに挑戦して、ＳＤＧsをみ

んなでなしとげようという気迫がひしひしと伝わってきた講演でした。

１０月例会～ＳＤＧｓの取り組みについて講演～ 10月12日(火)

ＳＤＧｓ持続可能な世界を実現するための目標

ＳＤＧs(持続可能な開発目標)とは、2015年９月の国

連サミットで定められた、2016年から2030年までの達成

を目指す国際目標のことです。持続可能な世界を実現す

るために、１７のゴールとそれぞれに設定された全169

の具体的なターゲットから構成されます。持続可能な開

発とは、将来世代のニーズを損なうことなく現代世代の

ニーズを満たす発展を意味します。簡単に言えば、環境

を破壊し続けることなく、人びとの消費を支え続けられ

る世界にするということです。消費活動には自然の資源

を使いますし、環境を破壊することもあります。資源を

使い果たし環境を回復できないほどに破壊してしまうと、

将来の世代が生活をするために必要な資源を得られなく

なります。そこで自然環境を保全し、資源の消費と自然

の再生のスピードを管理する必要があります。そのバラ

ンスを取ることで、持続可能な世界を実現します。しか

し、この持続可能な世界を実現するためには、解決すべ

き地球規模での多くの問題があります。貧困・飢餓・紛

争・教育の質や男女格差などのほかに、貧富格差・気候

変動や自然災害・エネルギー問題・生物多様性の喪失な

どがあります。これらの問題が複雑に絡み合い、さらに

予測不可能な問題を引き起こすことも考えられます。

ＳＤＧｓの１７のゴールとは
ゴール1「貧困をなくそう」

ゴール2「飢餓をゼロに」

ゴール3「すべての人に健康と福祉を」

ゴール4「質の高い教育をみんなに」

ゴール5「ジェンダー平等を実現しよう」

ゴール6「安全な水とトイレを世界中に」

ゴール7「エネルギーをみんなに、そしてクリーンに」

ゴール8「働きがいも経済成長も」

ゴール9「産業と技術革新の基盤をつくろう」

ゴール10「人や国の不平等をなくそう」

ゴール11「住み続けられるまちづくりを」

ゴール12「つくる責任つかう責任」

ゴール13「気候変動に具体的な対策を」

ゴール14「海の豊かさを守ろう」

ゴール15「陸の豊かさも守ろう」

ゴール16「平和と公正をすべての人に」

ゴール17「パートナーシップで目標を達成しよう」

１７の持続可能な開発目標は先進国、途上国を問わずに

すべての国に対して、「誰も置き去りにしない」ために

行動することが必要です。（出典：国際連合広報センター

外務省「JAPAN SDGs Action Platform」）


