
２０２２～２０２３年度 主題
国 際 会 長(ＩＰ) Samuel Chacko （India)

主題：“Into the next 100 Years with FELLOWSHIP & IMPACT” 「フェローシップとインパクトで次の100年へ」

Ｓｌｏｇａｎ：“BEYOND SELF and BE THECHANGE ” 「自己を超えて、変化を起こそう」
アジア太平洋地域会長(ＡＰ) Chen Ming Chen （Taiwan）

主題：“Elegantly Change With New Era” 「新しい時代とともに、エレガントに変化を」
Ｓｌｏｇａｎ：“Do it Right Now ” 「今すぐ実行を」

西日本区理事(ＲＤ) 田上 正 （熊本むさし）

主題： 「原点を知り将来に生かす」 “Know the origin and utilize it in the future !”
Ｓｌｏｇａｎ：「立ち上がれワイズモットーと共に」 “Stand up Y'sMen with our Motto !”

京都部部長(ＤＧ) 石倉 尚（京都キャピタル）
主題：“United by YMCA" ～ＹＭＣＡで、ひとつになる～
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６月の在籍者数 ２４名（功労会員 １名）
６月例会出席者名 ゲスト３名 ビジター０名 事前
メーキャップ名 ６月出席率→.％

５月出席率全ﾒｰｷｬｯﾌﾟ算入後結果→９１.７％

ニコニコ

６月分 円

累計 ３９,５００円

クラブファンド

６月分１５４,０５２円

累計 ７５７,７６６円

ＢＦポイント

切手

累計 ＰＴ

京都ワイズメンズクラブ 第７５代会長 合田 太一

主題：＂Reborn 2nd ~for the future”「これからのクラブに必要な改革を」

西日本区強調月間

の月

C H AR TE R E D 19 4 7

１

kick-off PR

京都クラブ７５代会長を拝命いたしました、合田太一です。

私は２６歳でこの京都クラブに入会して３２歳で一度目の会

長職を経験させていただきました。一度目の会長期は高田部

長を輩出し、京都部部会のホストクラブ会長として活動させ

ていただきました。始まる前は不安しかなかったのですが、

その１年の経験が自分を変えるきっかけとなり、仕事の考え

方や、ワイズの活動に対する考え方が変わってきました。

会長をしたその２年後、竹園部長期にＹサ主査に選んでい

ただき、自クラブを出て京都部役員の一員としての経験をさ

せていただきました。主査としての活動は非常に忙しく、時

間の工面が大変でした。ですが部長をはじめ役員の方々も素

敵な方ばかりで、京都部としての活動も非常に有意義なもの

でした。

その３年後、西日本区理事に古田さんが就任された際、京

都部のご縁もあり、西日本区事務局員として本当に微力なが

らお手伝いさせていただきました。西日本区では、新型コロ

ナの影響もあり思ったような活動はできませんでしたが、そ

の翌年は二期連続京都部の部長をされた中村部長の二期目に

ＥＭＣ主査として再度京都部のお仕事をさせていただきまし

た。クラブ内でＥＭＣ委員長をしたことのない私でしたが、

ＥＭＣとは何なのか、若者がワイズメンズクラブに求めてい

るものは何なのか、自分だったらどんなクラブに入りたいか、

人が増えるクラブと減っていくクラブの違い、楽しいクラブ

とは等、深く考える機会をいただきました。さらに京都部の

色々な方との交流も増え、楽しい時間を過ごさせていただき

ました。

そして４０歳を迎える今年、二度目の京都クラブ会長をさ

せていただくことになりました。一度目の会長の時、自分の

成長のために京都クラブの貴重な１年を使わせていただきま

した、その時はまだ何もわからず、京都クラブのために私は

何も出来なかったのですが、会長となったことをきっかけに、

この７年間色々な経験をさせていただいた、そのお返しとし

て、今回の会長期は皆の愛する京都クラブの為に、私の今ま

での経験を活かし出来るだけのことをしたいと思っておりま

す。７５周年の記念事業、記念例会、これらを軸にこれから

の若者が入りたくなる、活気のある京都クラブをクラブメン

バーの皆様と協力して作っていきたいので、どうぞ１年間よ

ろしくお願いいたします。

7 5 th R e b o rn 2 n d ~ fo r th e fu tu r e

イエスは一同を呼び寄せて言われた。「あなた方の知っているように、この世では偉い人たちが権力を振るっ

ている。あなたたちの間では、そうであってはならない。あなた方の中で、一番上になりたい者は、皆の僕

になりなさい。」 （マタイ２０：２０－２８）
今月の聖句

権威とは「周りの人が、自主的に、その人のために何かしてあげたいと思う力」なのだそうです。「権力」とは、多分、自

分の思うように人にやってもらう力なのだと思います。「権威」も「権力」も、人の上に立つリーダーが持つものであり、

正しく使わなければならないものだと思います。イエス様は弟子たちに求められたのは、「権威」も「権力」も使わない生

き方だと思います。誰かに何かしてもらうのではなく、誰かに何かをさせるのでもなく、自分で行い、そしてみんなと一緒

に行うことを、求められたのだと思います。リーダーにとって必要なのは、まず自分が愛に生きることだと、イエス様は教

えてくださっているのだと思います。

ク
リ
ス
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ャ
ニ
テ
ィ

“ T O ACKNOWL EDG E TH E DUT Y THAT ACCOM P AN IES EVER Y R IGHT ”

上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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第２５回西日本区大会が「Reborn 始まりの地から」をコンセプト

に第一回と同じ、晴れの国、岡山の「国際ホテル別館(瑞光)」で行わ

れた。京都クラブからは、新井・大田・合田・田中・宮脇ワイズの５

名が参加した。

本来ならば、２日間開催の予定が、コロナ禍の為、６月１１日(土)

単日開催に変更された。西日本区をはじめ東日本区からの参加もあり、

WEB参加も含め、500名を超える大会となった。

第一部が１３：００から始まり、すごく綺麗なLED画面の映像には、

第１回から第２５回までの西日本区理事が流れるように紹介され、そ

の中には京都クラブの柴田善朗元西日本区理事も映し出された。

新山理事の点鐘、リジョン旗入場に続き、恒例のバナーセレモニー

が行われ、京都クラブも井上会長に代わり、合田次期会長がバナーを

高々に掲げ、大会司会者・高月弘子さんのアップテンポの進行でいつ

もより早く感じた。

来賓の挨拶では、大森岡山市長の力強い祝辞があり、メモリアルア

ワーの終了後、１５分の休憩を挟んで、部長報告・事業主任報告があ

り、大阪なかのしまクラブの杉浦ワイズが奈良傳賞を受賞された。

理事表彰では、ホストクラブの京都トップスクラブが１２名の新入

会員や部・区への人材輩出などで最優秀賞を獲得した。そして最後に

第２６代西日本区理事、田上 正ワイズ(熊本むさしクラブ)「立ち上

がれワイズ・モットーと共に!」へと理事引き継ぎ式があった。今回

京都クラブの受賞は無かったものの、次期は取りましょうと宮脇ワイ

ズの言葉が嬉しかった。

最後にワイズメンズクラブ西日本区大会グローバルファンドの長い

説明があり、ほぼ５時間、休憩１５分で水一杯の第一部が終了した。

高坂大会実行委員長の言葉、「さすがワイズメン、本当に長い時間我

慢してくれた。」が印象的だった。

第二部は１８：００過ぎに開幕。ホテルの二段重ねのお弁当と、駐

車場では「キッチンカーニバル」と銘打った１０台ほどのＢ級グルメ

屋台車が食材をパックで提供していた。舞台では竹輪演奏芸人や地元

の踊りを楽しんだ。

やはり、みんな疲れたのか、閉会点鐘では半分近くのメンバーが退

席していたのが気になった。２日間を１日にするには無理があるよう

に思えたし、登録費も…、もう少しどうにかならなかったかなとの気

持ちで退席した。来年の熊本大会には、多くのメンバーの参加を促し

たいし、皆が行きやすいように考えてほしいと思った。

ホストの京都トップスクラブ並びに岡山クラブの皆様、お疲れ様で

した。そして、ありがとう!

「Reborn 始まりの地から」～第２５回 西日本区大会 6月11日(土)
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2021-22年度 第７４期６月度役員会

６月７日（火）１９：３０～三条ＹＭＣＡ

出席役員 ：１１名 欠席役員 ：７名

＜議 案＞

一、坂口ワイズ退会の件

本人の退会の意思を確認 6月末で退会 承認

＜報告・連絡事項＞

1. 75周年記念例会のアピールで登録費を払って他クラブ訪問したメン

バーには3千円を補助する。

２. クラブ総会（7月5日）にむけて、各事業委員会報告を書記に提出。

締切は6月15日まで

Yサ委員会、ブリテン委員会＆アルバムチームは提出済み。

資料作成は6月28日の三役会で実施

３． 開始時間注意

①6月引継例会 6月18日（土）18：30～、18時～と連絡しましたが、

18時30分に変更です。

②7月定期総会 7月５日（火）19：00～ 総会終了後、役員会

. ＜各事業委員会＞の次回委員会の日程は別紙日程表を参照

＊次回の７月役員会は７月５日(火)総会終了後 於YMCA三条本館

役員会報告

５日（火）定期総会＆役員会 １９：0０～ＹＭＣＡ三条本館

１２日（火）キックオフ例会 １９：００～Ｈ日航ﾌﾟﾘﾝｾｽ京都

世界を変える17のＳＤＧｓ目標

【キャンプ参加費補助】
「夏の思い出を等しく子どもたちに」キャンペーン

経済格差による教育・体験格差に取り組むため、この夏、京都YMCA

主催のサマーキャンプの参加費を補助するキャンペーンを実施します。

できるだけ多くの子どもたちにYMCAのキャンプを体験して夏の思い出を

作ってもらいたいと願っています。このキャンペーンでは、市民の皆様

から寄付金を集め、参加費の補助を行います。市民の皆様に寄付のご

協力をお願い申しあげます。

キャンペーンの詳細は右記QRコードまたは、

こちら→ http://kyotoymca.or.jp/?p=7942

を読み込んでご覧ください。

お問い合わせ

キャンペーンの利用（申請）について

wellness@kyotoymca.org

寄付（支援）について

honbu@kyotoymca.org

ＮＥＷＳ

２日（火）役員会 １９：0０～ＹＭＣＡ三条本館

９日（火）75周年記念事業準備例会１９：００～Ｈ日航ﾌﾟﾘﾝｾｽ京都

各ゴールには達成基準として合計169の「ターゲット」が挙げら

れています。

1.貧困をなくそう No poverty

2.飢餓をゼロに Zero hunger

3.すべての人に健康と福祉を Good health and well-being

4.質の高い教育をみんなに Quality education

5.ジェンダー平等を実現しよう Gender equality

6.安全な水とトイレを世界中に Clean water and sanitation

7.エネルギーをみんなに そしてクリーンに

Affordable and clean energy

8.働きがいも経済成長も

Decent work and economic growth

9.産業と技術革新の基盤をつくろう

Industry, innovation, infrastructure

10.人や国の不平等をなくそう

Reduced inequalities

11.住み続けられるまちづくりを

Sustainable cities and communities

12.つくる責任 つかう責任

Responsible consumption, production

13.気候変動に具体的な対策を

Climate action

14.海の豊かさを守ろう

Life below water

15.陸の豊かさも守ろう

Life on land

16.平和と公正をすべての人に Peace

, justice and strong institutions

17.パートナーシップで目標を達成しよう

Partnerships for the goals

SDGs の具体的目標（ゴール）一覧
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終り良ければ すべて良し ～６月引継ぎ例会～

６月１８日、今期最後の例会「引継ぎ例会」は、コロナの鬱陶しさをすっ

かり忘れさせてくれるような、久しぶりに京都クラブらしい素晴らしい例

会だった。

井上会長も、メネットにお二人のコメットと家族おそろいで出席され、

それだけで会場がほんのりと暖かい雰囲気になる。コメットさんが、ホテ

ルの会場が珍しくてウロチョロウロチョロしていても、オトナばかりの京

都ワイズは全く気にしないで、温かい視線で見やってくれている。

会の半ばでは、頭にウサギの耳を付けた佐由美メネットが壇上でラブレ

ター？を読み上げる一幕もあり、オトナの紳士淑女の集まり・京都クラブ

の例会らしい雰囲気にあふれる引継ぎ例会だった。

このところ、コロナコロナと何かにつけて鬱陶しかった世間をバッサリ

と切り離してくれるような温かい雰囲気の引継ぎ例会だった。これで京都

クラブはコロナ騒ぎから遠ざかって、元気にチャーター七十五周年を迎え

ることが出来るだろう。次期・合田会長も終始うれしそうな顔で多くのメ

ンバーに語り掛けていたし、次期・ＹＭＣＡサービス委員長の宮脇ワイズ

などは会場を巡り歩いて「次期のＹＭＣＡサービス委員長です」とメンバー

に挨拶して回ってくれていた。

周年記念の期を迎えるに相応しい、京都クラブらしい例会だった。

6月18日(土)

記念例会実行委員長


