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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～

強 調 月間

評価･計画 の月

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」
今月の聖句

主イエスが天に上げられた後、弟子たちは出ていって、至る所で福音を宣べ伝えた。主も弟子たち
と共に働き、その言葉を確かなものとされた。
（マルコ１６：１５－２０）

自分の当たり前のレベルを上げる

次々期会長 合田 太一

私が京都クラブに入ったのが２６歳の時でした。現在３８

特別な経験を色々とさせてもいただきました。京都部の同期

歳なので会歴は１２年目になりました。大工職人をしていて

の会長会のメンバーにも恵まれ、交流の楽しさを知りました。

人見知りがひどく、人としゃべるのが苦手でしたが工務店の

皆さん５０前後の方が多く普通であればすごい年上の方ばか

経営者になりたいという思いだけはあったので、自分を変え

りなのですが、その当時の私にとっては京都クラブにはあま

るきっかけになればという思いで京都クラブに入会しました。

りいなかった若いお兄さんがいっぱいで、色々刺激を受けと

入会した最初のころは自分の仕事も少なく、収入は自分の

ても楽しかったのです。その２年後には、部長から指名があ

働いた時間で増減してたので遅くまで現場での仕事を優先し

りＹサ主査の仕事をさせてもらい、そこでも京都部の他のク

ていたために、例会は遅刻しながら参加しており、委員会な

ラブの方々との交流も増え色々な方に刺激を受け、人間的に

どは積極的には参加していませんでした。入っ

も成長させていただけたと思います。週に３～４

て数年はあまり楽しむことができず、やめよう

日は常にワイズの予定が入っており、仕事も一人

かと思ったこともありました。

でしていたのでめっちゃくちゃ忙しかったのです
が、何とかこなせ仕事の業績もよくなり法人を設

ですが６年前、３２歳で京都クラブの会長を

立し経営者となる事が出来ました。

させていただいた時から私の環境が一変しまし
た。そんなに積極的にクラブに参加していなかっ

もともと私は、ボランティアがしたくてワイズ

たこともあり、会長になるにあたって特にやり

に入ったわけではありません、自分や家族、自分

たい事もなかったのですが、会長をするからに

の周りの人のために活動をしています。ですが人

はできる限り会合や事業、各委員会に参加しよ

と出会い気付かされ、奉仕の心を学びました。私
はワイズ、ボランティアの活動は自分の当たり前

うと思い、仕事の段取りや調整を出来るよう考
え、それが結果的に自分の時間を作るトレーニングになりま

のレベルを上げることだと思っています。人に何かをしてあ

した。そう働き方改革です！

げる、困っている人を助ける、そんなことが当たり前に感じ

わからないながらも活動を続けていくと、サポートしてく

られれば自分も周りも自然と気持ちいいですよね。

れる皆さんに自然と感謝できるようになり、人に対する接し

今年は西日本区の事務局員、次期は京都部ＥＭＣ主査、そ

方も変わってきました。自分の事ばかりでなく相手の気持ち

して次々期は２回目の京都クラブ会長をさせてもらう予定で

や考えを当たり前に少し尊重できるようになったのかなと思

す。地味に生きてた私が何でこんなことになっているのか自

います。その年は高田Ｙ'ｓが京都部部長をされた年だったの

分でもよくわかりませんが、人より濃い人生を歩ませていた

で、京都部部会のホストクラブ会長として、部会での挨拶や

だいていると感謝しております。

５月の在籍者数 ２８名
５月例会中止（非常事態宣言）
５月出席率→算出不能

１

ニコニコ
５月分
０円
累計
２３,０００円

クラブファンド
累計

円

“ T O A C K N O W L ED G E T H E D U T Y T H AT AC C O M P AN IE S EVER Y R IG H T ”

ＢＦポイント
切手
累計
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今月のクリスチャニティ
親と言う漢字は、木の上に立って見る、と書きます。猫
の親が木の上から子猫を見守るように、一定の距離を取り

のでしょう。イエス様は天に昇られ、私たちを見守って下
さいます。ベタベタと過保護になるのではなく、けれども

つつも、子どもから目を離さずに見守るのが親の務めだ、

片時も目を離すことがない、天に昇られたイエス様は、そ

という意味が込められていると、聞いたことがあります。
イエス様も同じように私たちを見守ってくださっている

のような形で私たちを愛して下さるのでしょう。ベテラン
ワイズメンの皆さんも見習いたいですねえ。

淡路島直送・新玉ねぎファンド

5月 8日（土）
2019 年5月11日

ゴールデンウィーク連休明けの５月８日(土)午前中着との
配送連絡を受けていた、淡路直送新玉ねぎ5ｋｇ入り２００箱
が１１時過ぎに三井Ｙ'ｓの会社に到着した。５～６名のメン
バーが間に合って、荷降ろしを手伝ってくれて無事に全数を
受け取ることができた。皆、そのまま直ぐに自分の分を自家
用車に積み替えて配達に出発した。残された三井Ｙ‘ｓは現
場で待機し、時折引き取りに訪れるメンバーに対応しながら、
玉ねぎファンドのこれまでの流れを懐かしく思い出していた。
淡路島に移住された京都クラブＯＢの奈良元Ｙ’ｓと三井
Ｙ’ｓが話し合って５～６年前からやり始めた淡路の新玉ね
ぎ販売。杉本Ｙ’ｓを誘って２人でバンに乗って淡路島へ行
き、奈良さんに紹介していただいた勢造(せづくり)さんの玉

2019 年5月11日

ねぎ畑を見せていただき、５ｋｇ入りダンボール箱に詰めて
２０箱を持ち帰って販売することからスタートした。
数年後、予約数が１５０箱位になってきたところでクラブ
ファンド事業に昇格させた。当初から、午前中に淡路に行っ
て積み込みを終えて、奈良さんと一緒に新鮮な魚料理の昼食
会を持つことが楽しみでもあった。ところが、この新型コロ
ナ禍で淡路に行くことが出来なくなり、コストアップを覚悟
で昨年から業者による配送に切り替えた。十勝から来るじゃ
がいもの配送料をイメージして、コストがかかると思い込ん
でいたところ、淡路島は近かった。レンタカーで高速に乗っ
て取りに行って来る費用よりはるかに安い運賃でやってきた

2019 年5月11日

玉ねぎたち。これで運送量の制限はなくなった。あとは販売
量を増やして主力ファンド商品の一つに育てるだけとなった。
まぎれもない生産者直送で、ブランド力があって、格別に
おいしくて、使い易くて、ある程度保存がきき、仕入れも格
安にしていただいており、他クラブに卸しても十分に寄与で
きる商品。今年は２００箱だったが、来期以降はメンバーの
総力を挙げて倍々に増やしていき、ぜひとも、じゃがいもと
２本柱のクラブファンド商品に育てていってほしいものだ。

2021 年5月8日

2019 年5月11日

２
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役員会報告

2020-21年度 第７３期５月度役員会
５月６日（火）１９：４０～ＺＯＯＭにて
出席役員 ：１０名 欠席役員 ：８名

ＮＥＷＳ

＜議 案＞
一、京都クラブＹＢＦ基金の支援範囲拡大の件
支援範囲を国際福祉専門学校の留学生支援まで拡大する。

サマーキャンプ・サマープログラム受付

ニ、YMCAからのテント購入支援依頼の件。(一セット￥33,880)

今年も夏休み中の子ども達のためのキャンプとスイミング・体操

７５周年記念事業で対応（１５セット寄贈）する。
以上承認

のサマープログラムを実施します。
お申込は以下の通りです。ぜひ、ご参加ください。

＜報告事項＞
（１）5月例会は緊急事態宣言発出に鑑み中止した。

お申込み開始 ：

（２）西日本区への事業報告はEMC、Yサ、CSについて報告した。

ＹＭＣＡ会員および2021年度プログラム参加の方6月10日（木）～
上記以外の方6月15日（火）～

（３）西日本区からのZoom等支援金については申請しないことにした。
（４）桜フェスタは中止になったが、支援金は贈呈した。
（５）７５周年記念事業企画委員会 4/2８にＺＯＯＭで５名で開催した。
・記念誌の件。
・一人用テント１５張りを京都クラブでから寄贈する件。
・リトセンの水回りなど改修工事の費用見積りの件。
・保育園分園の備品購入支援の件。
・記念例会を開催する、実行委員会を設置する件。
＜YMCAからの報告＞
①日本語科は今春も新型コロナ禍で３７名が待機中で来日できない。
②アフタースクールは実施しているが、プールやジムなどは休止。
＜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：桜フェスタが中止になったが支援金は贈呈した。

お申込み専用サイト： 右のＱＲコード

ＥＭＣ ：お楽しみ会も実施出ない状況。

からWebにアクセスのうえ、お申込みく

ドライバー：５月例会は中止。和菓子作り体験の講師の方を断った。

ださい。

ブリテン：５月号の印刷が出来上がった。5/11全員に発送予定。

お問合せ 京都YMCAウエルネスセンター

広 報 ：４月Z00m例会の動画と５月号のブリテンをアップした。

（Tel）075-255-4709

ファンド：淡路の新玉ねぎが5/8(土)午前中に三井工場到着予定。注文
数200ケースは完売。
十勝のアスパラは4/25に締切り注文した。現品は5/下旬に大
田宅に届く見込み。
会則・規則改定委員会：新型コロナ禍で今回は一旦凍結したい。
次回の役員会は新旧合同で６月１日(木) １９：３０～

１日（火）新旧合同役員会

2022年 度保育 園入 園希 望者
説 明会 申込 み受 付

１９：３０～ＹＭＣＡ三条本館

５日（土）西日本区大会

ウエスティン都H京都

６日（日）西日本区大会

ウエスティン都H京都

１９日（土）引継例会
１９：００～Ｈ日航ﾌﾟﾘﾝｾｽ京都
２７日（日）リトセン夏期準備ワーク
リトセン

６日（火）定期総会＆役員会
１３日（火）キックオフ例会

１９：３０～ＹＭＣＡ三条本館
１９：００～Ｈ日航ﾌﾟﾘﾝｾｽ京都

2022年度保育園入園希望者説明会の申し込みを、受け
付けております。見学ご希望の方は、お電話もしくは

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。
Ｅ m a il ： tanupon@mbox.kyoto-inet.or.jp

３

メールにてお問い合わせください。
説明会の日程は随時更新していきます。
＜日時＞８月２１日（土）１０時～１１時３０分
９月２５日（土）１０時～１１時３０分
＜場所＞京都ＹＭＣＡ
＜お問合せ、申込み＞
Tel： 075-254-8131
E-mail： hoikuen@kyotoymca.org
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ＳＤＧｓとは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
そこで、これらの問題を細分化して具体的な対策に捉え直し、解決しやすいものとしたのがSDGsの17のゴールで
あり、169のターゲットです。17のゴールは以下のとおりです。
ゴール1「貧困をなくそう」不平等が広がることで情勢不安や紛争に発展することを防ぎます
ゴール2「飢餓をゼロに」飢餓による人間開発への支障を防ぎ、社会開発に好影響を与えられます
ゴール3「すべての人に健康と福祉を」すべての人の健康な生活を確保することは豊かな社会の構築につながります
ゴール4「質の高い教育をみんなに」質の高い教育は貧困の連鎖を断ち切り、不平等の是正とジェンダーの平等達成
に貢献します
ゴール5「ジェンダー平等を実現しよう」女性や女児の能力向上は、経済成長と社会開発に欠かせません
ゴール6「安全な水とトイレを世界中に」安全な水と衛生環境は健康維持につながり、生態系とその多様性の保全に
もつながります
ゴール7「エネルギーをみんなに、そしてクリーンに」炭素燃料の燃焼による温室効果ガスの発生を抑え、再生可能
エネルギーを普及させて安定した電力供給を目指します
ゴール8「働きがいも経済成長も」ディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)を促進して生産性を高め
社会全体の利益につなげます
ゴール9「産業と技術革新の基盤をつくろう」持続可能な開発促進には、技術革新と新産業の成長が不可欠です
ゴール10「人や国の不平等をなくそう」貧困や気候変動、移住や経済危機は特定の国や地域に限定されず、世界的
な解決すべき問題となっています
ゴール11「住み続けられるまちづくりを」都市の自然成長を放置せずに人的・社会的・経済的な損失を回避するよ
う構築する必要があります
ゴール12「つくる責任つかう責任」持続可能な消費と生産のパターンを確保し、環境と社会への影響を緩和させる
ことが必要です
ゴール13「気候変動に具体的な対策を」エネルギー・産業・輸送・食料・農林業のシステムを変革し、地球の平均
気温の上昇を1.5℃に抑えなければ、あらゆる生態系に悪影響を及ぼします
ゴール14「海の豊かさを守ろう」世界の海洋と海洋資源を保全します
ゴール15「陸の豊かさも守ろう」持続可能な形で森林を管理し、生物多様性の損失に歯止めをかけます
ゴール16「平和と公正をすべての人に」あらゆる場所の人々が安心して生活を送れるようにします
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」）

次号以降、具体的に私たちにできることを考えていきます！
４

