
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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２月の在籍者数 ２５名（功労会員 １名）
２月例会出席者２０名 ゲスト０名 ビジター０名
事前メーキャップ ２名 ２月出席率→８８.０％

１月出席率全ﾒｰｷｬｯﾌﾟ算入後結果→９２.０％

ニコニコ

２月分 ８,０００円

累計 ２７,５００円

クラブファンド

累計 円

ＢＦポイント

切手

累計

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

CHARTERED 194 7
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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。

来年、とうとう還暦を迎えます。

私が、はじめてワイズメンズクラブメンバーになったのが

２９歳の時でした。 その２年後に大先輩が還暦を迎え、当

時のクラブメンバーで還暦の祝いをした事がありました。当

時の私にとって還暦などは全く無縁の遥か彼方の遠い先の事

でしたし、還暦＝ご長老のイメージでした。そんな当時の大

先輩と同じ年になりつつあり、比べてみると今の自分は、な

んと浅はかで軽い未熟な男かと反省せざるを得ません。

約３０年の年を経て最近感じる事は、自信があった車の運

転が下手になった事をはじめ、数え上げるとキリが無いです

が、特筆すべきは、物忘れが酷く、それに加えて物覚えが悪

くなった事です。５０年ぐらい前の古い出来事は鮮明に覚え

ていますが、昨日の事が思い出せないとか、幼稚園時代の友

人の名前はフルネームでわかっていますが、一昨日の取引業

者の担当者の名前が思い出せないとか、毎日が記憶との悪戦

苦闘状態です。朝、自宅を出る際も車の鍵・メガネ・携帯、

名刺・時には財布のどれかを忘れて引き返す事が日常となっ

てしまっています。銀行に違う通帳を持参する・振込に行き

振込先を書いたメモを忘れる・役所に書類を取りに行き引換

書を忘れる、また頼まれた買い物を忘れる事は常時です。

酷かったのは和歌山市で仕事があり、その物件の鍵を忘れ

て往復４時間かけて取りに戻ったりと散々な事も発生しまし

たので、それからは、前日から、くどいほどの確認をして必

ずメモして（書いたメモが紛失する事がありますが）完了し

た事を消し込みし出来るだけ失敗を抑えるようにしています。

歳を取る事は全ての人に平等な事ですが、年を経て何か良

い事があるかと言えば疑問です。歳と共に収入も増え、ゆっ

くりした時間を過ごされる方、社会的な地位や名誉を築かれ

る人も多くおられますが、私にはそのような才覚も恩恵も望

めるはずもなく、ひたすら若い頃と同じ状況で頑張るしかあ

りません。

自分自身の３０年前と現在で、増えた事（増大）と減少し

た事（減退）を比べてみると、増えた事は、体重・ウエスト

サイズ・体脂肪率・コレステロール値・顔や眉間の皺・白髪・

頑固な考えくらいしか思い浮かびません、逆に減った事（減

退）と言えば、記憶力・体力・気力・集中力・希望・視力・

髪の毛・歯の本数・等々数え出すと心が折れそうですが、マ

イナス思考ばかりではなく歳と共に人脈・友人は唯一、広く

増やしていけるのではと思い、その為にはワイズメンズクラ

ブでの出会いや付き合いが大切と実感しています。

ここ数年、若いメンバーが会長として頑張っておられ、将

来的にも若い方が会長としてリーダーシップを取られる事が

決まっています。今年は京都クラブ設立７５周年で、１１月

には記念例会も賑やかに行う事を計画されていますし、京都

クラブらしい周年記念事業も発表されると思います。私も微

力ながら出来る事を手伝い、若いメンバー諸氏からパワーを

貰い、第２の人生では無く、第２のクラブライフを楽しめれ

ばと思っています。

と う と う 還 暦

主はアブラムに言われた。「あなたは生まれ故郷、父の家を離れて、私が示す地に行きなさい。」

アブラムは、主の言葉に従って旅立った。 （創世記１２：１－５）
今月の聖句
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オンライン・ＺＯＯＭでの開催でした。創立１２５周年から現在までの８年間

をふりかえるという企画でしたが、いろいろあったのですね。この８年間で、Ｙ

カップ・ミニバスケットボール大会の創設、舞鶴ＹＭＣＡ国際福祉専門学校と舞

鶴ＹＭＣＡ、ＹＭＣＡ三条保育園とＹＭＣＡ高倉おさなご園、アフタースクール

など、これまでのイメージだった子どものキャンプや英会話だけでない新しい面

を、それぞれを担当したスタッフや会員によって語っていただきました。

事業を通じてつながることによって、子育て支援、若者支援、地域支援など、

社会に必要とされるＹＭＣＡをめざして、もちろん、この間には熊本への災害ボ

ランティアや、地元の中京ふれあいまつりへの参画もありました。

どれもこれも、ＺＯＯＭでは体験できない人と人とのふれあいが、その根っこ

にあります。ＹＭＣＡというのはそういうところなのでしょう。残念ながらコロ

ナ禍で十分にその良さを発揮できていませんが、子どもがそしておとなもそこに

集えば「つながり」が感じられるＹＭＣＡになればいいですね。

さぁ１３４年目の始まりです。

ＹＭＣＡてんこ盛り～京都ＹＭＣＡ 創立133周年 オンライン会員集会～

Ｙカップ・ミニバスケットボ－ル大会で小学生の支援

北部地域支援の舞鶴ＹＭＣＡ・舞鶴国際福祉専門学校

ＹＭＣＡ学園日本語科 2021年度修了記念文集アルバム完成

コロナ禍で対面授業も困難で満足に行えない状況の中、それでも

留学生たちは懸命に日本語を学び、次のステップへと歩みを進めて

行きます。前年度同様、今年度もこの文集アルバムをどうしようか

悩みましたが、思い出になる行事などもほとんど出来なかった彼ら

に、京都ＹＭＣＡで学んだ記念になるものをなんとかあげたいとの

日本語科の先生方、スタッフたち、京都ワイズの思いが今年も形に

なりました。

1999年から始めて23年間、一度も休刊したことはありません。最

初は小さな卒業文集で、京都ワイズのＹサ事業の一つとして始まっ

たこの文集アルバムは、いつの間にか学校行事の一つとも言える扱

いになり、留学生たちの卒業記念の大切な思い出になっています。

当初、顔の判別不能な白黒写真が挿絵のように入った文集から、

自前のレーザープリンターによるカラー写真のアルバムをメインと

する手作り製本の文集アルバムになり、その後、完成原稿を作成し

てネット印刷に発注することで、費用をおさえて無線綴じ印刷・Ｐ

Ｐ加工の立派な「思い出アルバム」になってきていました。それが、

前期からはコロナの影響が学校と留学生たちに襲い掛かり、様々な

学校行事の写真も撮れなくなり、卒業アルバムとしては物足りなく、

ページ数にして以前の半分くらいになりましたが、その分先生方も

文集や寄せ書きに趣向を凝らしてくださっています。

一日も早くコロナの影響を克服して、留学生が希望通り日本に来

れて、従来の学生生活が送れるような日々が来るように祈ります。

ＹＭＣＡ三条保育園で子育て支援

2月18日（金）

世界を変える17のＳＤＧｓ目標
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この春から、YMCAではじめてみませんか？

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

お申込み・お問合せ：京都YMCAウエルネスセンター

（TEL）075-255-4709

詳しくは下記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。 http://kyotoymca.or.jp/wellness/?p=4343

２．４月からの子ども・成人英会話申込み
お申込み・お問合せ：京都YMCA英語学校 （TEL）075-255-3287

詳しくは新規ご入学ご案内(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。http://kyotoymca.or.jp/english/?p=2208

_

子どもウエルネス募集 英会話新入学案内

ＮＥＷＳ

2021-22年度 第７４期２月度役員会

２月１日（火）１９：３０～三条ＹＭＣＡ

出席役員 ：1４名 欠席役員 ：4名

＜議 案＞

一、次々期会長の件

次々期会長選考委員会座長の山本ワイズから、第76代会長に宮脇

ワイズが推薦された。

二、次期の三役の件

次期会長合田ワイズより、次期三役の発表があった。

副会長 鍵谷Ys/大田Ys 書記 西村Ys/三宅Ys

会計 杉本Ys/倉田Ys 幹事 柴田Ys/村上Ys

三、創立75周年記念事業委員会の件

坂口ワイズが一身上の都合で今期末退会に伴い、次期7月からは、

宮脇ワイズが創立75周年記念事業委員長を引き継ぐ。

以上承認

＜報告・連絡事項＞

①1月例会がトゥービークラブと合同でANAクラウンプラザホテル開催の

為、2月TOF例会はホテル日航プリンセス京都で行う。

②奈良クラブ70+1周年記念例会は中止の連絡あり。(登録者 合田Ys・

高田Ys・大田Ys)

③京都部チャリティボウリング2月27日(日)は中止の連絡あり。7名参加

予定でした。

④京都YMCAミニバスケット大会3月5日/6日は中止の連絡あり。

⑤京都部チャリティゴルフが2022年3月20日(日)に京都ゴルフクラブ「上

賀茂コース」で開催されます。 プレー費18,000円/参加費5,000円。

締め切りは1月31日(月)でしたが、空きがまだあるので募集継続。

⑥北海道部会(ホスト 十勝クラブ/部長 中村義春ワイズ)

2月19日～20日(日)は中止の連絡あり。部長は一か月後に同じ場所で開

催したい意向でした。(登録者 大田Ys・新井Ys)

⑦皇后杯車いす駅伝3月13日(日)は今のところは開催予定です。介助参

加者募集!! クラブからの責任者は田中Ysです。

＜各事業委員会報告＞ 次回委員会の日程は別紙日程表を参照

Ｙサ・ユース ：京都YMCAミニバスケット大会3月5日/6日は中止。

CS・環境：京都部チャリティゴルフには、石川ワイズとメネットが参加。

ＥＭＣ：4月29日(祝金)リトセンファミリー野外例会に多くの人が参加する

ようにアピールする。

ドライバー：3月例会の講師はYMCA保育園山下園長。

4月はYサ担当で野外ファミリー例会(8月延期分)4月29日(祝金)。

ブリテン： 2月号ブリテンは例会配布。

広 報：次回委員会から、ライン委員会で実施。委員にラインの確認済。

ファンド： 2月は十勝ブランド小豆「エリモショウズ」を販売予定。

500ｇ/900円の予定。それと萩の露「3/10今朝しぼり」日本酒を販売。

文献保存：三井預かりロッカーの中身確認作業を行う。日時が決定した

ら連絡する。応援よろしくお願いする。

＊次回3月度役員会は3月1日(火)19:30～於、京都YMCA三条本館

役員会報告

１日（火）役員会 １９：３０～ＹＭＣＡ三条本館

８日（火）例会 １９：００～Ｈ日航ﾌﾟﾘﾝｾｽ京都

１３日（日）全国車いす駅伝競走大会 中止

１３日（日）京都Ｙ卒業リーダー祝会 １４：００～ＹＭＣＡ三条本館

１８日（金）京都Ｙ日本語科卒業式 ～ＹＭＣＡ三条本館

２０日（日）京都部リトセンチャリティーゴルフ ～京都倶楽部上賀茂

５日（火）役員会 １９：３０～ＹＭＣＡ三条本館

１０日（日）リトセン桜フェスタ １０：００～リトリートセンター

１２日（火）例会 １９：００～Ｈ日航ﾌﾟﾘﾝｾｽ京都

１７日（日）京都部部会 １２：３０～ｳｪｽﾃｨﾝ都H京都

ＳＤＧｓの１７のゴールの詳細はブリテン１２月号に記載されています。

京都クラブのブリテンは年間予算10万円以内でブリテン委員がパソコ

ンで編集してネット印刷しています。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。 Ｅma il ： tanupon@mbox.kyoto-inet.or.jp

京都クラブのホームページ http://www.kyotoys.com/ では広報

委員会の働きにより、このブリテンが月初にご覧いただけます。
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２月８日(火)京都市にまん延防止等重点措置発令の中、２月ＴＯＦ例会が

ホテル日航プリンセス京都で万全の予防対策をして開催されました。

１月例会はトゥービークラブとの合同例会で、ＡＮＡクラウンプラザホテ

ル京都での開催だったので、２月のＴＯＦ例会はＹＭＣＡではなく、ＴＯＦ

の気持ちを保ってホームのホテル日航プリンセス京都での実施になりました。

やはり、オミクロン感染症の影響で７名の欠席者でしたが、円卓に４名掛

けで十分の間隔を取り、対面で開かれました。驚いたのは、当日１７時過ぎ

に井上会長から連絡が入り、娘が保育園で濃厚接触者になって帰って来たの

で、急遽欠席したいとの相談でした。後日、ＰＣＲ検査では陰性だったので

すが、本人は心配の為、胃潰瘍になり静養されたようです。

例会は井上会長に代わって、大田副会長による２４年ぶりの開会点鐘と開

会挨拶でスタートしました。例年なら1月例会で発表される次期三役と次々期

会長を、合田次期会長と次々期会長選考委員会座長の山本ワイズよりそれぞ

れ選考案の発表があり、推薦通り満場一致で承認されました。

本日の例会でのテーマは２つあり、１つ目は「京都ＹＭＣＡと京都クラブ

との関係性」について。京都ＹＭＣＡの存在意義と現況を藤尾連絡主事より

スライドを使いわかり易く解説していただきました。その活動を知る事によ

り、ＹＭＣＡが社会の為に背負っていく理念が正しく理解され、その理念を

達成するための事業をＹサ委員会を中心に京都クラブがサポートしていく本

質を、メンバー全員、特に会員歴の浅い人たちによく理解してもらい、再確

認する題材でした。

２つ目はワイズにおけるＴＯＦの理解で、田中ワイズがＴＯＦ(断食の時)

の説明を行いました。本来の意味は、クラブ例会で食事を抜いて、その金額

相当分を国際協会に献金し、献金は発展途上国を主たる対象とする地域支援

プロジェクトに用いられると定義されています。柴田ワイズの、食事の出来

ない人々に思いをよせるという補足もあり、一同理解を深められたと思いま

す。

今日の例会は「ワイズ基礎知識再確認」と位置づけ、これからもワイズ基

礎知識をもう一度確認する勉強会を開いていく所存です。

まだまだ、オミクロン感染の脅威はありますが、最善の注意を払い、出来

る限り対面での例会を開きたいと思います。

２月「ワイズ基礎知識再確認」ＴＯＦ例会 2月8日（火）

１．日 時：２０２２年４月１７日(日)

受付開始 １２：３０〜

一部 式 典 １３：３０〜

二部 基調講演 １５：４５〜

三部 懇親会 １７：２０〜

２．場 所：ウェスティン都ホテル京都 西館４階 瑞穂の間

京都市東山区粟田口華頂町１ ℡(０７５)７７１−７１１１

３．登録費：会場出席 １０，０００円

第２６回京都部部会のご案内

「可愛い子には旅をさせろ。」この言葉には、大切

な教えが含まれているように思います。

様々な経験と苦労をしながら旅をすることによって、

自立する生活と心が育まれるのだと思います。今は、

移動すること自体が難しい時期ではありますが、具体

的に動くにせよ動かないにせよ、自分なりに自立生活

を整えていく必要があります。

私たちの旅に、神様が共にいてくださいます。

“ T O ACK N OW L EDG E T H E D U T Y T HAT ACCOM P AN IES EVER Y R IG HT ”

クリスチャニティ


