
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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この度、４月より東京に転勤となり京都ワイズメンズクラブ

を退会することになりました。５年間お世話になったクラブを

退会するのは心苦しいですが、東京でコロナ禍による人手不足

により新たな人手が必要となっている事、自分自身も新天地で

の新たな挑戦に興味がある事が転勤を決意した理由です。

今回の転勤で医療事業の仕事から介護事業に移ることになっ

たので、介護事業について少し話をさせて頂

きます。東京では介護施設での仕事行う予定

です。介護施設というと皆さんは俗にいう

「老人ホーム」を思い浮かべるのでないでしょ

うか？公的機関・民間機関合わせて色々な介

護施設には色々な種類があり、俗にいう「老

人ホーム」はお金を持っている方が終身で生

活をみてもらうものが一番想像されがちです。

今回、私が転勤する先は介護老人保健施設（以下＝老健）で

す。老健は入院期間中では病院から在宅復帰する能力を満たせ

なかった方が、在宅復帰に向けて入所される施設です。医療行

為が必要な部分は回復させている方がほとんどなので、本当の

意味でリハビリテーション目的の方々が多く入所されています。

今都心では、医療費削減の方針に基づき入院期間の短縮など

から多くの方が老健を利用されます。それに昨年からのコロナ

禍が拍車をかけているのが現状です。昨今ＴＶでは重症病床使

用率などの病院の業務ひっ迫が多く報道されます。そして、現

状はピークを脱し落ち着いてきている印象でしょうか？それは

多くの患者が病院を退院しただけで、実際は自宅退院できてな

い方が多くいます。そのような方々を受け入れるのが老健など

の介護施設です。

東京では病院だけでなく新型コロナからは回復したが自宅に

帰れるほど能力が回復してない方が病院を退院後、介護施設も

ひっ迫させています。そのような状態が１年以上経過している

のが現在です。医療従事者だけでなく介護

従事者もかなりの負担があり離職者も多く

なってきています。そのような状況の現場

で自分自身の積み重ねてきた研鑽を生かし

つつ、また新たな知識・技術を身につける

ためにも日本の首都である東京での介護施

設勤務は大きな飛躍になると思っています。

そのため今回の転勤は好機と受け取り、

せっかくなので数年単位で出来る限りの経験をしてこようと決

意しています。東京については、元々は特に興味もない場所だっ

たので地理・土地柄も分からないことだらけですが、新しい体

験を楽しみにしたいと思います。

最後にコロナ禍で最も危険な感染地である東京に移住するの

で、次に京都に帰省できるのはいつになるか分かりません。今

後、私が帰省できる時期がコロナが終息している時期となると

思います。帰省できた時にはまた気軽に会食が出来る事を切に

願っています。色々と大変お世話になりました。

数 年 か け て 成 長 し て 帰 っ て き ま す

３月の在籍者数 ３０名（内功労会員１名）
３月例会メンバー出席者 ２５名 ゲスト ０名

ビジター ０名 ３月出席率→８６.２％
２月出席率全ﾒｰｷｬｯﾌﾟ算入後結果→算出不能

ニコニコ

３月分 ５,０００円

累計 ２３,０００円

クラブファンド

累計 円

ＢＦポイント

切手

累計

あなたが知恵をお与えにならなかったら、天の高みから聖なる霊を遣わされなかったなら、誰がみ旨

を知ることができたでしょうか。こうして地に住む人間の道は真っ直ぐにされ、人はあなたの望まれ

ることを学ぶようになったのです。 （知恵９：１３－１８）
今月の聖句

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

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

Yサ・ASF

左記は京都ワ

イズメンズクラ

ブのホームペー

ジへのＱＲコー

ドです。

相原 隆幸
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３月例会‘Ｙサアワー’は久々のホテル例会でした

今日は久々のホテルでの開催です。私だけでしょうか、皆

の顔が輝いているように感じます。会場入り口では係りの方

が検温し、除菌スプレーを使用してから入室します。そして

本来１０人掛けのテーブルですが４人から５人の席に変更。

卓上は透明なアクリル板で仕切られてそれぞれに除菌ウェッ

トシート、マスク入れが置かれ、ナプキンの上にも透明シー

トが掛けられるなどほぼ完璧と思われる対策です。これなら

安心して会話をし、食事をすることができます。

食事の前に、４月から東京の病院に転勤になるため退会す

ることになった相原ワイズからスピーチがありました。新型

コロナの感染対応に伴うもので、終息すれば帰ってくると明

言されました。理学療法士として大いに活躍されることをお

祈りします。

フランス料理をいただいた後、「Ｙサアワー」として石若

ワイズが京都クラブのＹＭＣＡサービス事業に対する考え方

や実際に行ってきた事例を紹介してくれました。三条本館の

クリスマスツリー、ロビーコンサート、リトセン活性化事業、

車いす駅伝の介助支援など、京都クラブが先頭になって行っ

てきたことを紹介し、基本や根本は何かといった事を考えな

がら意見交換を経て自分たちで行えることをやってゆくこと

が大切だ。自分たちで作ってゆくことで真に楽しむことが出

来る。例年してるからや前年通りに実施するのではなく、い

まYMCAは何を望んでいるのかを考えながら新しい事業を発掘

して行くことが必要で、植物を作るときと同じように連作障

害を起こさないことも大切だと、特に若いメンバーに語り掛

けました。

また今日は、今年度も１２月茉から進めていた日本語科留

学生の「卒業記念文集・アルバム」が完成したのでメンバー

にも一冊ずつ配布されました。これも最初は文集作成から始

まって、先生方のご要望に応えながらアルバム主体に変化し

てきた京都クラブ独自の、そして日本語科の留学生たちや先

生方、学校関係者に非常に喜ばれているＹサ事業です。

基本を忘れず、実施しては反省し、さらに改良を加えて行

くといった事はどこの業界でも大切なことと思います。皆さ

んはどのように感じましたか。

ホテル日航プリンセス京都の新型コロナ感染防止対策に脱帽！

3月 9日（火）
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先日、京都ＹＭＣＡ国際福祉専門学校日本語科の卒業

式に出席させていただきました。毎年卒業式に、京都ク

ラブのその期の会長より、学校と協働で京都クラブが作

成した卒業文集アルバムを卒業生代表に贈呈します。こ

の文集アルバムは学生たちの人気の的で、式の途中で全

員に配布すると、もう式が続けられなくなるくらいだそ

うです。その贈呈式に招待されたのです。

多国籍の学生が集まり学び卒業する、学生にとって最

後の学業イベントです。今年は新型コロナの蔓延防止措

置で、学校で学べずにＺＯＯＭ等を用いたリモート授業

もされていたそうです。そのため皆勤賞等は学校の配慮

で今年は授与しない形にしたみたいです。加藤校長の横

に席を設けてもらい、学生さんの顔をじっくり見てきま

した。この環境の中で学業イベントが色々と中止にはな

りましたが、皆さん笑顔で迎えられています。そんな中、

卒業生のメッセージが心に刺さりました。

学生代表挨拶で、「今年はコロナ渦の中で卒業までの

期間、賑わう京都を経験し静かな京都も経験出来ました。

今年しか経験出来ないことだと思いました。」

実家にも帰れない期間も有ったでしょう。全世界で外

出自粛やネガティブな考えになっている中、その状況で

も京都を楽しみ四季を感じとる感覚は素晴らしいものだ

と思いました。

最近ネガティブになっております。後３ヶ月で私の会

長任期も卒業です。ポジティブな感覚を学生たちに教え

てもらったのであと少し頑張ろうと思いました。

ご卒業おめでとうございました。

京都ＹＭＣＡ国際福祉専門学校日本語科卒業式 3月16日(火)

今年も‘卒業文集アルバム’に学生たちが大喜び！ またまた大金星！

知恵と知識とは、違いますよね。知識は

様々な出来事の情報でしょう。知恵は、そ

れらの知識を用いて、豊かに生きるための

考えや生き方でしょう。知識は学校で学ぶことがで

きます。けれども知恵は、学校ではなかなか学べま

せん。知恵は、私たちの人生経験の中で得るものな

のだと思います。特に苦労したことや悩んだことな

どを通して、知恵を得ることが多いと思

います。そして同時に、私たちは、愛や

祈りを通して知恵を得るのでしょう。知

恵のある人とは、人に優しい人でもあります。神様

は、ご自分の愛がいっぱい詰まった知恵を、私たち

にくださいました。知恵を得て、愛に生きたいと思

います。

今月のクリスチャニティ

いつもお世話になっておりありがとうございます。

今年も立派な卒業文集アルバムを作成いただき心より

御礼申し上げます。先生方からもくれぐれもお礼をお伝

えして欲しいとのことで、以下の伝言を賜りました。

このコロナ禍で、今回はもう文集アルバムもできない

のではないかと考えていたので、例年通りこの様な立派

な文集アルバムを今年も作成していただき、ただただ感

謝の言葉しかございません。今年度は、イベントや課外

活動などがことごとく実施できない中、このアルバムは

例年以上に意義深く、学生にとって唯一の良き思い出と

なりました。心より深く御礼申し上げます。いつもなが

ら暖かいご支援に重ねて心より感謝申し上げます。

京都ＹＭＣＡ国際福祉専門学校職員 西原
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１.４月からの

ボランティアリーダー募集

4月から、京都YMCAでボラン

ティアリーダーとして登録し、

活動する大学生を募集いた

します。（自然体験学習 、病

気の子ども達の支援、病気

の子どもの元気なきょうだいの支援、

発達障がいのある子ども達の支援、サ

マーキャンプ・スキーキャンプ）

〇対象は、4年制大学の2021年度1回

生、2回生もしくは短大や2年制以上の

専門学校の1年生

〇詳細は http://kyotoymca.or.jp/camp/?page_id=802 または、

QRコードから読み取ってご覧ください。

〇募集説明会

以下の日程の19時～20時に開催。

4月：6日（火）、13日（火）、20日（火）、27日（火）

5月：11日（火）、18日（火）、25日（火）

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

までお知らせください。

４

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。

Ｅmail ： tanupon@mbox.kyoto-inet.or.jp

６日（火）役員会 １９：３０～ＹＭＣＡ三条本館

１１日(日)ＥＭＣお楽しみ会 １０：００～リトセン

１３日（火）例会 １９：００～Ｈ日航ﾌﾟﾘﾝｾｽ京都

２４日（土）リトセン・桜フェスタ １１：００～リトセン

ＮＥＷＳ

2020-2021年度 第７３期 ３月度役員会

３月２日（火）１９：３０～ ＺＯＯＭにて

出席役員 ：１２名 欠席役員 ：６名

＜議 案＞

なし

＜報告事項＞

（１）京都部評議会報告他(坂口会長)

①次々期(2022～23年度)部長にキャピタルクラブ石倉ワイズが承認された。

②次期の役員は中村会長(ウェル)、書記に今村 (ウィング)、松田 (ウェル)、

会計は小野 (プリンス)、事務局は西村 (洛中)、担当主事：藤尾主事

Yサ主査：佐古田(ZERO)、CS主査：藤坂、EMC主査：合田(京都)、国際・交流

主査：牧野(ウエスト)、メネット主査：(ウェル)、PR委員長：近藤(東稜)の各ワ

イズが承認された。他にCS・的場、EMC・牧野、山下の特別委員も承認され

た。特別委員は主査と共に活動し補佐することが役割との説明あり。

③次年度の京都部部会は2021年１０月１０日(日)、ウェスティン都ホテルで行

われる予定。

④卒業リーダー祝会は３月１４日 １５時～１７時に行われる。

⑤日本語科留学生の卒業式は３月１６日(火)に行われる予定で、坂口会長

が出席し、文集を贈呈する予定。

（２）京都クラブ次期事業委員長等の発表(井上次期会長)

Yサユース・佐々木、CS環境・田中、EMC・高田、ドライバー・山本、広報・倉

田、国際交流・杉本、ファンド・鍵谷、文献・金澤、ブリテン・三井の各ワイズ。

（３）片山ワイズの状況(金澤)

先日、片山ワイズ宛の手紙を携えて奥様を訪ね自宅に伺った。現在入院し

ておられる東山サナトリウムには、一度も見舞いに行くことが出来ていないと

のこと。緊急事態宣言が解除され面会できるようになれば、行って手紙を渡

して存続の意思を確認してもらうことになった。

（４）西日本区フォーラム

西日本区全メンバーを対象に第１部は３月２７日の午後３時から５時にZoom

で行われる。将来構想について９部がどのような取り組みをしているかの報

告あり。第２部は午後７時からフリートークで行われる。

（５）今年８月に予定されているアジア太平洋地区大会はリアルでは行う

ことが出来ない状況。また、来年のハワイでの国際大会も開催がむつかしい

状況でハワイでは出席者数を知りたい意向。

（６）2023年２月に東西交流会を西日本地区で行う予定。

（７）京都YMCA (藤尾担当主事)から

①緊急事態宣言が３月１日に解除されたことに伴い、教室の使用は午後８時

から９時に、プールも同８時から９時に引き下げた。

②日本語科留学生のアルバム文集寄贈のお礼。３/１６日の卒業式には坂

口会長から贈呈いただく。

③４月２４日に予定している「夜桜フェスタ」は昼に行い、名称を「桜フェスタ」

に改める。

＜各事業委員会報告＞ 委員会日程は別紙日程表を参照ください

Ｙサ・ユース：４月２５日開催の「リトセン・桜フェスタ」の実行委員会が５日(金)

に行われるので出席する。

ドライバー：３月例会はホテル日航プリンセスで行う予定。ついては早急に出

欠を取ってほしい。講師は石若ワイズで、Yサ活動の進め方についてお話し

いただく。

広 報 ：２月TOF例会(Zoom)の動画を翌日にアップした。

３月号ブリテンをアップした。

坂口会長にスマホメッセージを送るよう依頼。

ファンド：３月、５月には種々のファンド予定があるので、山本委員長、田中担

当役員に活動するよう働きかける。

アルバム・文集作成チーム：YMCAに１４０部贈呈した。日本語科の卒業式

は３月１６日で、会長が出席し贈呈式の予定。今年は京都クラブの全メンバー

に完成品の文集アルバムを配布する予定。

次回の役員会は４月６日（火）１９：３０～ 於三条ＹＭＣＡ

役員会報告

淡路の新玉ネギファンド 到着日未定

６日（木）役員会 １９：３０～ＹＭＣＡ三条本館

１１日（火）例会 １９：００～Ｈ日航ﾌﾟﾘﾝｾｽ京都

今年もあります、
淡路の新タマネギ・ファンド！

淡路島在住の奈良ＯＢに連絡して、今年もあ

の美味しい新タマネギをお世話していただける

ことになりました。価格は昨年同様の特価１箱

￥１６００/５㎏入りか近い価格で。到着も昨年

同様５月の連休前後になりそうです。

お知らせ今月の特別な


