
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～
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人生１００年（歳）と言われる昨今、お元気な高齢者をたく

さん見かけるようになりました。１００歳時代とした場合、私

で約６割近くを経過し、残り約４割を、いかに自分らしく過ご

そうかと考える事が最近増えました（５年前・１０年前は、全

く考えもしませんでしたが…）。近年、視力が極端に衰え、ま

た記憶力が低下する上、物忘れも著しく、人の名前が思い出せ

ない等々、経年劣化（老化現象）が顕著な為、余計に焦りが有

るのかもしれません。

ただ、何が自分らしい過ごし方かと、自問自答しても、浅学

な小生に、哲学的な見識は皆無の為、とりあえず、何事にも

（特に仕事に）情熱を以ってチャレンジする。過去の一切に付

いて振り返る事はせず、過去の過ちや失敗に付いては、反省は

しても後悔はしないでおこうと決め、日々リセットして、常に

前向きにチャレンジする事としました。以前、業界の大先輩が、

「昨日、稼いだ、１万円よりも、今日の我が財布に入っている

５千円の方が大事やし、明日、稼ぐ予定の３千円の方が、もっ

と大事なんや」と言われた事を思い出し、過ぎ去った昨日より

も今現在を充実させ、そして明日（未来）に挑戦していく中で、

自分らしさを見つけられたら良いのかと思っています。

実は昨年の今頃までの私は、のんべんだらりと、ゆっくりペー

スの日々を過ごし（消化し）仕事も小商いの結果に一喜一憂し

ながら現状に満足しようと、少し諦めムードでしたが、ある人

物との出会い（影響）で、まだ少しくらいは、先を（上を）目

指せるのではと、淡い期待に賭けてみたくなりました。

もう一度、３０歳代の頃のように、ギラギラしながらジタバ

タともがいてみようかと思い、その為には、まず第一に健康管

理と考え、昨年１０月１６日から一切の酒類を絶ち（断酒）、

油の切れた体に鞭打ちながら中学生の頃に習っていた空手道場

に通い、学生に交じって筋トレも行い体重を７キロ程絞りまし

た。又、食べるものにも少し気を遣い、体に良いと言われる食

品を食べるようにし、年寄りの特権である早寝早起きを実践。

毎朝５時半に起きて、その日の準備や自宅で出来る仕事やメー

ルの確認・返信等を行う事で朝の時間を有効に使え、午前中で

かなりの仕事が完了するようになりました。今までの倍は無理

でも２割増し位は充実してきた感じで、少しずつでは有ります

が自信も付いてきたように感じる今日この頃です。

さて、話は極端に変わりますが、京都ワイズメンズクラブに

おいては、年度ごとの会長がリーダーシップを発揮され、７０

年以上の歴史が積みあがっています、さらに今期の坂口会長を

はじめ、次期・次々期と若いフレッシュな方々が会長としてリー

ダーシップを取られる事を期待いたします。その方々におかれ

ては、京都クラブの存在意義の一丁目一番地にＹＭＣＡが存在

する事だけは念頭に置いた上で、クラブの歴史（過去の足跡や

慣習）に捕われる事無くダイナミックにチャレンジして、クラ

ブライフを楽しまれたらいかがでしょうか？それが京都クラブ

の１００歳（将来）の為に成るのではと思います。

“この瞬間”こそが 百歳に続く貴重な一瞬

９月の在籍者数 ２９名（内功労会員１名）
例会出席者２６名 ゲスト０名 ビジター０名
ﾒｰｷｬｯﾌﾟ１名 ９月出席率→９３.１％

８月出席率全ﾒｰｷｬｯﾌﾟ算入後結果→８２.８％

ニコニコ

９月分 ５,０００円

累計 １５,０００円

クラブファンド

８月分 円

累計 円

ＢＦポイント

切手

累計

イエスは言われた。「あなた方の中で一番偉い人は、一番若い人のようになり、

上に立つ人は、仕える者のようになりなさい。」 （ルカ２２：２４－２７）
今月の聖句

一般の社会の中では、若いと言うだけで、一人前に扱ってもらえないというか、軽く見られるというか、そのような悔しい思いをすること

があります。若さには、良いところもたくさんあります。まず元気です。体力があります。古い仕組みにとらわれず、新しい発想をします。

やる気があって、困難にも果敢に挑戦します。これらは個人差がありますが、年代別の比較で考えれば、概ねこのような傾向が、若い人に

はあります。けれども、そのような良さが全然顧みられず、評価されないことも、多くあります。悔しい思いを重ねて、その人の良さが十

分に活かせない人もたくさんおられます。イエス様は、「一番偉い人は、一番若い人のようになりなさい」と言われました。イエス様は、

このような悔しさを、十分に分かっておられたのでしょう。悔しさを再生産するのではなく、悔しさを我が物とし、共に歩むことを私たち

にお命じになられたのでしょう。年齢で、人の価値は決まりません。互いに愛し合って、共に歩んでゆきたいと思います。

日本聖公会 京都聖マリア教会 司祭 ミカエル 藤原健久

京都ワイズメンズクラブ 第７３代会長 坂口 大輔

主題：「未来に繋がる形作りを」

強 調 月 間

の月

CHA R TE R E D 19 4 7

“ T O A C K N OW LE D G E T H E D U T Y T H A T A C C O M P A N IE S E V E R Y R IG H T ”１

ＢＦ.ＥＦ
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残暑厳しい９月８日（火）、９月例会が開催されました。今月はゲストも

ビジターもおられません。例年なら京都部部長の公式訪問があるのにと思い

ながら、やはりいつもとは違う年なんだなあと実感しました。

坂口会長のコロナに負けない気持ちで頑張ろうという力強い挨拶で始まり

ました。委員会報告で、じゃがいもファンドやＥＭＣお楽しみ会の予定など

が報告されると日常に戻りつつあるのかなあと少しホッとしました。食前ス

ピーチは三井Ｙ'ｓ。１０年前に２回の救急搬送を経験し、入院を繰り返し

ながら生還されたそうです。皆のため

にいつまでも元気でいてください。こ

こで、中村Ｙ’ｓと相原Ｙ'ｓが退席

されました。公務員と医療従事者であ

るので、会食をしてはいけないという

職場のしばりがあるためです。

在りし日の姿が次々と映し出され胸が詰まる思いでした。終盤は情熱大陸の

メロディに乗せて１年間の京都クラブの活動がランダムに流されました。

後半期はほとんどの集会が中止になり、皆に会うことも出来なかった訳で

すが、こうして一堂に会するということは何物にも代え難いと思いました。

早くコロナが収まりますように、切実な願いです。

９月例会～早くコロナが収まりますように！

この夏、十勝に行ってきました。自粛とか第２波とかが気になる最中で

した。去年、初めてファンド委員長をしました。長いこといるのに、これ

までしてなかったのですね。トウモロコシからはじまり、秋のポテト、そ

してアスパラと十勝産ファンド商品を注文し、追加など何度もやりとりを

するなかで、十勝クラブのメンバーに会いたくなりました。何かかかわり

があると人恋しくなるものですね。

千葉に用事もあったので、そこまで

車で行くならと仙台まで運転して、そ

こから苫小牧までフェリーで行きまし

た。苫小牧から十勝まで３時間くらい

です。メンバーの池田さんに連絡をし

ておいたので、十勝クラブの重堂会長

をはじめ、みなさんから歓迎していただ

きました。（写真⓵）

いつもの部会などと違って時間的余裕

がありましたので、池田さんのお宅（広

い敷地に帯広ＹＭＣＡ「めぐみの里」と

いう看板がでていました）も訪問できま

した。（写真②）ここは、Ｙの子どもたちもキャンプに使うとおっしゃっ

てました。明日の夜はここでホタルを見る会が行われます。私たちのリト

センみたいです。 ポテトなどをお世話になっている中村農園にも案内し

てもらいました。この林のような緑わかります？アスパラの１年目、２年

目と収穫後の畑です。（写真⓷）京都に帰ってスーパーに行くと、トマト、

たまねぎ、山芋と北海道産がずらり。何度もすれちがった国道を走るコン

テナトラックの中身はこれだったんだと思いました。めぐみ豊かな北海道

の自然にふれて、マスクから解放された日々を楽しんできました。

８月にＤＢＣ・十勝クラブを訪問しました！

①右から２人目が十勝クラブの重堂幸恵会長

②これが池田さん宅の入り口です

高田敏尚

食事はお弁当と、ビンに触った人

しか注げないビールで乾杯しました。

食後は引き継ぎ時に出来なかった前

期１年の活動記録の恒例スライドショー

です。倉田Ｙ'ｓ力作の自動再生写真

のメドレーで、とやまクラブ訪問の

様子や、高井早苗Ｙ'ｓを偲ぶ会では

③中村さんの畑の緑の茂みがみんなアスパラ

9月8日(火)
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私の京都クラブ入会は１９７６年、３４歳の時です。それまでにワイズメ

ンズクラブのことを、知ってはいましたがあまり関心はありませんでした。

１９６０年の大学１年生の時、安保闘争で２カ月位教室に入れず、学校に行っ

てもすることがなく、姉のすすめで京都ＹＭＣＡの高校生グループのリーダー

になりました。ブリテン９月号の記事「アフタースクール」に遠藤さんが書

いておられた「オールラウンド・グループ」のリーダーです。家業の呉服卸

を継いでからは、ＹＭＣＡの少年事業や会員事業の委員をしていました。今

は無い今出川の青少年センターのバザーで、京都クラブと京都パレスクラブ

のメンバーと知り合い、熱心に誘ってくださった小谷さんの紹介で京都クラ

ブに入会しました。

その頃の例会は、１２～１５名位の参加者でした。４年目で会長となりま

したが、メンバーを増やすためには若い人が入会したいと思うような活動が

必要だと思いました。ＹＭＣＡの社交ダンスクラブの若い人たちや、高槻の

高井、村上ワイズ等の入会で、活気があるクラブに変身していったと思いま

す。

今までの思い出では、北海道へ行き十勝クラブの創立に立ち会い、ジャガ

イモを売って互いにその資金でボランティア活動をしようと決めたこと、夏

休みと冬休みにお互いのメンバーの子供たちのホームステイをした事です。

また、サバエキャンプ場のキャビンも思い出深い出来事でした。５０周年に

京都クラブがキャビンを寄贈したときに、もう１棟キャンプリーダーの募金

によるＳＴＡＦＦキャビンの組み立てを京都クラブにお願いしました。今の

京都クラブに思うことは、また若い人たちが中心になって、活気あるクラブ

にしていって欲しいということです。

“ワイズ歴４４年の重み” 石川敏夫

幼稚園から小・中・高を通してキリスト教の教育環境にどっぷり浸かって育

ちながら、３０歳を超えるまで知識として聖書に馴染むだけで信者になろうと

はしませんでした。その間、様々な宗教について積極的に学びを重ねて、やが

て人智をはるかに超えた絶対的存在としての神を信じる心境に達し、ようやく

キリスト教の洗礼を受けました。クリスチャンになって何か変わったかといっ

ても、教会の聖歌隊のメンバーになれた以外、特に変わったところはありませ

んでした。

１０年前の夏、半年の間に救急車で２回搬送され、突発性難聴、群発性脳梗

塞、外傷性くも膜下出血、硬膜外血腫と続けて発症し秋まで入退院を繰り返し

ました。絶対安静の入院中、生と死のはざまを行き来して、私はベッドで一人

で、まだ生かしてほしいと神に祈りました。この時、自分がクリスチャンになっ

ていて本当に良かったと思いました。

退院後の私の生活は大きく変化しました。一応生還したものの、学生時代か

ら長年駆使してきた身体は高血圧、高血糖、腎臓の傷みなどで内臓や血管がボ

ロボロ。夜型の生活から朝型の生活に変え、たばこと飲酒（ビールも）をやめ、

糖分・塩分の極端に控えめな食生活をしながら、３ヶ月おきに検査のための病

院通いを続けています。

思い通りに動けなくなった身体、病気になる以前に出来た様々なことが出来

なくなった自分。それでも、身体を使った奉仕からアイデアとデスクワークを

活かした奉仕に切り替えるなど、普段の生活も活動も今の自分を 大限に活か

す方向を模索しながらやりくりしています。

現在の食の楽しみは、美味しいものを少量食すこと。ＹＭＣＡでの楽しみは、

主事や職員たち、専門学校の学生たちや保育園の園児たち、学生ボランティア

やＯＢたち、彼らの喜ぶ顔を見ることです。ワイズでの楽しみは、格調ある京

都クラブのブリテンをつくり続けることと、国内外の交流事業、各事業におい

て新企画を実践したり、これまでの事業をリニューアルしたりすることなどで

す。達成感を共有して、いっしょに楽しんでやっていきましょう。

“ 生 き て い る 喜 び ” 三井哲次シリーズ自己紹介

２０年かけて育てた京都Ｙの国際リーダー会と…

ついでに韓国の済州島へプチ観光に行きました

ＩＢＣ訪問で韓国のテグへ行きました。

京都クラブに組み立てを依頼したＳＴＡＦＦキャビン

シリーズ自己紹介

Ｙカップミニバスケット大会で昼食に肉マンを提供



The Y's Men's Club of KYOTO Bulletin

１．文部科学省 子供たちの心身の健全な発

達のための子供の自然体験活動推進事業

「YMCA自然が子どもを元気にするプロジェクト」

リトリートセンター

(宿泊)3月25日～26日

（日帰り）10月、12月、1月、

2月、3月

日程、内容、申込み方法など詳細はこちらを読み取ってご覧く

ださい。

２．ＹＭＣＡ三条保育園「子育て支援企画」協賛お願い

協賛などご協力よろしくお願いします。

「音楽劇団てんてこ座」親子で楽器作りや劇団の演奏を楽しむプ

ログラム

日 時：11月14日（月・祝）10時～11時30分

場 所：京都ＹＭＣＡ

対 象：当園の園児や近隣にお住まいのお子様（就学前幼児）と、

その保護者

問合せ： 保育園園長 山下（ＴＥＬ075-254-8131）

３．活動継続支援寄付金のお願い

京都ＹＭＣＡは子どもたちの心身の健康を守りや発達を促すた

めの活動や、高齢者の免疫力を高めるための身体活動のプロ

グラムなどの活動を続けています。

ただ、財政的には厳しい状況が続いており、事業の4月、5月の

休止は大きな痛手となっております。

既に多くのワイズメンに個人や会社の名義、クラブ単位等でご

協力いただいていますが、活動を継続していくための寄付金に

みなさまのご支援・ご協力をお願いいたします。

振込先：（京都銀行 本店）普通口座 721365

京都ＹＭＣＡ（キョ ウトワイエムシーエー）

（ゆうちょ銀行）郵便振替 01030-6-733

京都ＹＭＣＡ ザイ）キョ ウトワイエムシーエー

４

Ｎ Ｅ Ｗ Ｓ

2020-2021年度 第７３期 ９月度役員会

９月１日（火）１９：３０～ 於三条ＹＭＣＡ

出席役員 ：１２名 欠席役員 ：６名

＜議 案＞

一、三宅周平さん入会の件

１０月例会で入会式を行う予定。

二、新型コロナ禍による高齢者、持病保持者の欠席者に食事代金を

返金する件

原則、７日前までに井上書記に自己申告。終息するまで継続して

欠席する場合でもその都度連絡すること。

三、片山ワイズが骨折リハビリの為、再入院・お見舞金支給の件

規定通り

四、新入メンバーの委員会配属の件

宮脇ワイズ、Yサ委員会とEMC委員会に所属

三宅さん、Yサ委員会とファンド委員会に所属

以上承認

＜報告事項＞

① IBC締結先推薦依頼のための京都クラブの紹介文を、中堀国際・

交流主任を通じてアジア太平洋地域IBC主任にメールで送った。

＜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： 保育園の支援に注力していく。

吹き抜けロビー２階に目隠しの検討依頼を受けている。

CS・環境：京都聖マリア教会の子ども食堂に何らかの支援を検討する。

ＥＭＣ ：8/18に三宅さんのオリエンテーショ ンを実施した。入会の栞を新

しくした。新メンバーの獲得には交流が欠かせないので、何らか

の方法を模索して行く。

ドライバー：9月例会は山本直前会長と一年の活動をスライドで披露予定

10月例会はJR京都駅 塚本前駅長の講和を予定している。

交 流 ：8月中旬、高田ワイズが北海道旅行で十勝クラブを訪問したの

で、十勝クラブメンバーへのお土産をことづけた。

ブリテン：9月号は例会で配布予定。

発送作業は１１日、１８時頃からマナホール前で行う。

広 報 ：８月例会の写真と動画をHPにアップした。９月号のブリテンもHP

にアップした。 8/28 会長直撃インタビューを収録し、本日HPに

アップ。９月例会用に山本直前会長の活動スライドを作成中。

ブリテンにQRコードを印刷しHPなどにリンクできるようにしては

どうか、検討依頼有。

ファンド：じゃがいもファンドの案内を急ぐので９月例会で集計が出来る

ように、メーリングリストで案内を回してほしい。

文献保存：片山ワイズの奥さんから資料引取等確認依頼を受けている。

＊ 次回の役員会は１０月６日（火）１９：３０～ 於三条ＹＭＣＡ

役員会報告

６日（火）役員会 １９：３０～ＹＭＣＡ三条本館

１３日（火）例会 １９：００ ～Ｈ日航ﾌﾟﾘﾝｾｽ京都

未定 リトセン・ワーク

２５日（日） ジャガイモファンド配送日 ９:００～久御山 丸進運輸

４日（水）役員会 １９：３０～ＹＭＣＡ三条本館

１０日（火）創立記念月例会 １９：００ ～Ｈ日航ﾌﾟﾘﾝｾｽ京都

未定 ワイズデー・プログラム

未定 クリスマス電飾ワーク

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・

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

子どもたちの笑顔のために私達
京都クラブは活動の輪を広げます

上記は、京都
クラ ブホーム
ページ・トップ
ページのＵＲＬ

です。


