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２０２１～２０２２年度 主題
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。

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！～

京都ワイズメンズクラブ

強調 月 間

EMC-MC の月

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~
今月の聖句

第７４代会長

イエスは言われた。「私は、天から降ってきた生きたパンである。このパンを食べるならば、
その人は永遠に生きる。」
（ヨハネ６：４７－５１）

会長期にあたって
この度京都クラブの第７４代会長を務めさせていただくこ

第７４代会長 井上 和久

私はあまりお話をする機会がなかったのですが、元気に例
会に出席されていたお姿が印象深く、京都クラブの歴史を語

とになりました。
入会後１年ほど経った第７２代山本会長期（以下、「山本

る上で、最も大切な方を失った悲しみは痛恨の極みです。

会長期」といいます。）が始まってすぐに、次々期会長をし

もう一つは、山本会長期、坂口会長期における連絡主事今

てもらうことになると話をされ、当然のことながら会長とい

井様がご逝去されました。山本会長期の年末の三条ＹＭＣＡ

う役職が一体どういうものなのか理解ができませんでした。

クリスマス電飾飾り付け作業でご一緒しましたが、汗をかき

山本会長期より、書記の役職を担当させていただき、少しで

ながら人一倍アクティブに作業されていた姿が印象的でした。

もワイズの事業活動の流れ、クラブの人間関係、ＹＭＣＡに

会長期に向けて役員人事、会長・委員会方針を詰めていた

おけるワイズメンズクラブの位置づけ等、いろ

５月中旬、ベテラン会員の金澤さんが一身上の

いろなことを学んでいこうという能動的な姿勢

都合により、突然退会されました。金澤さんに

でおりました。ところが昨年来の新型コロナウ

は私の会長期で書記をご依頼していただけに、

イルスの影響で、クラブ事業の大半が中止にな

まったく青天の霹靂で、会長期を迎えるにあた

り、緊急事態宣言が発令されて例会の開催もで

り、非常にショックが大きいです。世の中の動

きないような事態になり、当初自分が思い描い

きがコロナ前と全く変わってしまいました。ワ

ていた思いとは逆の方向に物事は進んでいきま

イズメンズクラブもこのコロナ禍の中で、それ

した。

までとは違ったクラブの存在意義というものが
問われると思います。

第７３代坂口会長（以下、「坂口会長期」と

他者との接し方、つながり方、クラブ事業の

いいます。）になり、コロナの影響は少しぐら
い落ち着くかなと楽観的に考えていましたが、むしろ、さら

在り方等、コロナ禍で薄れていきました、希薄になりました。

にクラブ事業の実施が制限され、三役会、役員会、委員会と

これからはどこへ向かえば良いでしょうか。クラブに対する

いった事業実施にあたって重要となるワイズメンズの集いが

考え方も変わってきていると思います。

できなくなり、次期に向けて学べる機会が失われ、不安と心

え合って、協力し合って、価値観の違い、年齢差、入会歴の

配ばかりが先立ちました。
坂口会長期は悲しい出来事が２つありました。一つは、京
都クラブの最年長、かつ功労会員であられた片山ワイズが逝

差を通り越して結束していく時期ではないでしょうか。
このような状況下で、まだまだ右も左も分からない入会３
年の会長ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

去されました。
６月の在籍者数 ２７名
６月例会出席者名 ゲスト０名 ビジター０名
６月出席率→.％
５月出席率全ﾒｰｷｬｯﾌﾟ算入後結果→算定不能

１

クラブのこれからのために、ワイズメン個々それぞれが支

ニコニコ
６月分 １２,０００円
累計
３５,０００円

クラブファンド
累計

８６８,２１１円

“ T O A C K N O W L ED G E T H E D U T Y T H A T AC C O M P A N IES E VE R Y R IG H T ”

ＢＦポイント
切手
累計
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「天からのパン」

今月のクリスチャニティ
人気のアニメ映画「天空の城ラピュタ」は、主人公のも
とに、空から女の子がゆっくりと落ちてくるシーンから始

ても多くなったように思います。空から落ちてくるものに
は、夢と、ファンタジーと、そして冒険が詰まっているよ

まります。主人公は空から落ちてきた子をしっかりと受け

うな気がします。イエス様はご自分のことを、「天からの

取り、守り、そして一緒に冒険をするのです。この映画以
降、空から大事な人が落ちてくるシーンがある作品が、と

パン」、と表現されました。私たちはイエス様と一緒に、
冒険の旅に出るのです。

緊急事態宣言下の第２４回西日本区大会

6月5日･6日（土･日）

令和３年６月５日・６日（土・日）、第２４回西日本区
大会がウェスティン都ホテル京都で開催された。

う二年も経ってしまったのかとの思いで胸が熱くなった。リ
トリートセンターを愛し、他クラブとの積極的な交流活動の

残念なことに、まん延防止等重点措置からグレードアップ
された緊急事態宣言が５月１１日から６月２０日まで延長さ

彼の教えは、今でも京都クラブで生きています。ただ、今年
３月に亡くなられた、故片山 巌ワイズの紹介が間に合わな

れ、西日本区大会に丁度はまってしまった。大会運営のホス

かったのが悔やまれた。

トクラブである京都トゥビークラブも大変なご苦労をされた
と推察します。

約１０分の休憩をはさんで、新クラブのびわこ部「高島ク
ラブ」紹介があり、西日本区各部の部長報告に続いて、事業

１４時からのオープニング、ホテルに２０分前に到着し、
受付が混み合う予想でしたが、スムーズに会場の「瑞穂の間」

主任報告へ進んだ。リモートでの報告もあり、終了したのが
予定時間を１時間以上オーバーした１８時４０分。休憩なし

へ入る事が出来た。一方コロナ禍でオンライン参加が１００
名以上あった為、ＺＯＯＭの入室には時間がかかり開会時間

に懇親会へとプログラムは進んだ。
会場から出られない状態で４時間４０分、休憩は１０分で

が１０分遅れで始まった。

飲み物はコップの水２杯のみでは、大変ハードなプログラム

理事入場～開会点鐘～ワイズソング、そして恒例のバナー
セレモニーと進んだが、会長の欠席者が多く、紹介コールの

に思われた。１８時４５分からの懇親会は終了予定時間をは
るかに越えてしまった為、多くのメンバーがホテル特製のお

後、誰もライトアップされず、壇上への進路案内もなく、会
場の暗さも手伝って、目のやり場に困った。壇上では、バナー

弁当を持って家に帰り、ビールを飲みながら楽しんだことで
しょう。

を持った会長が密になっているのを見ると少し心配になった。
以前から、バナーセレモニーの時間が長いので短くしようと
努力してきた事が戻ってしまった思いがした。

第２日目には事業主任表彰や理事表彰があり、奈良傳賞に
は大阪クラブの清水汎ワイズ、最優秀クラブ賞は京都ウエス
トクラブ、京都クラブもＥＭＣ優秀賞を獲得した。

最後に京都部の紹介があり、一番目に京都
クラブの坂口会長が登場、威風堂々と会場を

今回の大会は、折角無理をして各地から
京都に来られたのに「おもてなし」も無く、

進み盛大な拍手を浴びていた。大会出席の新
井・大田・合田・高田・田中の各ワイズから

少し前の形態に戻った様な気がした。バナー
セレモニーも然り、アジア会長の長い挨拶

も声援ではなく拍手で盛り上げた。

も耳に入らず、リモート開催で会場も暗く、

今大会は古田理事の「ワイズメンバーが顔
を合わす事で対話が生まれ、懇親を深める」

居眠りをしているメンバーも多く見られた。
近辺のクラブのメンバーはまだ良いとして

との熱き想いを理事挨拶で語られた。メモリ
アルアワーでは、2019年６月２３日に７０歳

も、区大会ということで遠くからわざわざ
お見えになった方々がどう思われたかと心

で亡くなった高井早苗ワイズが紹介され、も

配する様な大会でした。

延期して、緊急事態宣言解除後の引継ぎ例会

6月26日（土）

緊急事態宣言により開催が延期されて

験したことのない状況が重なって、「どな

いた６月・引継ぎ例会が、宣言解除を受
けて６月２６日(土)１８時から定例会場

いせい言うねん」状態の1年間であったこ
とでしょう。それでも、ＹＭＣＡの三条保

のホテル日航プリンセス京都において開
催された。

育園や国際福祉専門学校への贈呈式に会長
として出席したり、京都クラブ初のＺＯＯ

３月例会以来のホテル例会で、検温、

Ｍによるリモートの例会や役員会を実施し

アルコール消毒はもちろん、以前より広
い会場に１０人掛けの大きな丸テーブル

たり、行事は中止が多かったものの事業は
結構普段通りあって、大活躍の1年間であっ

が４人掛けでセットされており、隣のメ
ンバーとの距離は２ｍぐらいが確保され

たとも言えるでしょう。
９２歳で現役ワイズメンのまま天に召さ

て、コロナ対策万全の構えだ。

れた故片山元ワイズ、東京に転勤の相原元ワイズ、一身上の

そんな中、テーマソングとともにあらわれた坂口会長。握
手ができないため一人ひとりと挨拶を交わしながらの入場だっ

都合により急遽退会を余儀なくされた金澤元ワイズ。今期最
終の引継ぎ例会に出席することが叶わなかった彼らの口惜し

た。会長職というはじめての経験に、コロナ禍という誰も経

さ、無念さを思い、来期に向けての活動意欲を強くした。

２
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アルコールが抜きの分、食事は充実して美味しいフルコー
スをいただいた。食後は例年同様、映像によるクラブ活動の
1年があった。例年通りを踏襲するばかりでなく、内容に一
工夫できないだろうかという思いが残った。

役員会報告

2020-21年度 第７３期６月度役員会
６月１日（火）１９：４０～Ｙ三条本館にて
出席役員 ：１３名 欠席役員 ：５名

＜議 案＞
一、金澤ワイズ退会の件
５月１５日付で、金澤ワイズから坂口会長と井上次期会長宛に退会
通知メール。退会理由は、「一身上の都合」で、詳細は不明。 ⇒承認
二、６月１９日（土）の引継ぎ例会の日程変更の件
緊急事態宣言が、６月２０日まで再延長されることになったため、６
月例会を翌週の６月２６日（土）１８時～に変更⇒承認
三、ＹＭＣＡへの一人用テント１５張り寄贈の件
７５周年記念事業の一環として、周年記念事業積立金から１５張り
分508,200円（1組33,880円（税込））を拠出する件⇒承認
四、年会費の半額を返金する件（医療従事者、公務従事者への例会
食事代返金分含む）
コロナ禍で今期のほとんどの事業ができない状況で、会歴の浅い
会員にとってクラブ活動もなく、会費だけの負担はクラブ活動の継続は
厳しいと思われる。今後のことを考え、クラブメンバー維持・継続のため
に年会費の半額を返金にしたい。⇒承認
付記事項（西村会計より）
※退会者への返金は行わない。相原氏の例会費は対象月数につき返

ＮＥＷＳ

金する。返金にあたり、返金分（15,000×6=90,000円）を次期会費の預か
り金とするか、一旦返金希望か確認したい。返金希望者は、返金先の金
融機関口座、種別、口座番号を教えてほしいと提案が出され了解された。
以上承認

１．京都ＹＭＣＡ公式YouTubeチャンネル登録、拡散のお願い
ＹＭＣＡ活動のＰＲのため、あらたに開設しました。
下記、ＱＲコードを読み取り、登録、拡散お願いします。

２．サタデースクール開講し
ます

＜報告事項＞
①各委員長事業報告書の提出→6月10日までに提出のこと
現状、国際・交流委員長の杉本ワイズ、Ｙサ委員長の井上ワイズのみ提
出あり。
②東日本ロースター⇒ＰＤＦデータに変更
坂口会長が西日本区事務局へ送付依頼した。

2021年１０月より毎週土曜日に、

③75周年例会実行委員長⇒鍵谷ワイズに決定。

小学１～５年生対象のサタデー
スクールを開講します。

＜YMCAからの報告＞

「毎月変わるテーマに沿った学

○藤尾担当主事より

習タイム」「めざせ！漢字博士
コーナー」などなど、楽しみながら仲間との交わりと学びがたくさんあ
ります♪
プレ体験Day 第１回７月１７日（土）第２回９月４日（土）９時～１６時
お申込み方法など詳細は下記ＱＲコードを読み取ってごらんください。

三条本館は、通常通り開館している（但し、プール、ジムは２０時ま
で）。YOUTUBEチャンネルを開設した、初回は藤尾担当主事が登場して
いる。是非チャンネル登録、視聴してください。
＜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
○ドライバー（鍵谷委員長）
引継ぎ例会は６月２６日１８時～２０時終了予定で、食事＋酒類のプラン
で検討中。
○広報（倉田委員長）
・５月 ６日、zoom例会の写真をホーム
ページにアップした。

YMCA YouTubeチャンネル

サタデースクール

・５月２４日、ブリテン６月号をホームペー
ジにアップした。
・５月２４日、京都部ＰＲ委員会（zoom）に
参加した。
・ホームページの故片山ワイズの画像

４日（日）サバエワーク
６日（火）定期総会＆役員会

１９：００～ＹＭＣＡ三条本館

１１日（日）サバエワーク
１３日（火）キックオフ例会

は今月までアップし、その後、故高井ワイ
ズと同じように偲ぶページを新たに作成予
定。

１９：００～Ｈ日航ﾌﾟﾘﾝｾｽ京都

・本日亡くなられた奈良誠治さん（山下
保育園長のお父様）についてのページも
作成したいと思っている。

３日（火）役員会

１９：３０～ＹＭＣＡ三条本館

９日（祝振替）野外ファミリー例会 詳細未定
１３日～１５日 アジア太平洋地域大会

３

次回の役員会は７月１日(木) １９：３０～

６月２７日(日)リト
リートセンター夏期
準備ワーク時の順調
に育つ「高井桜」
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例えば、・目標12.持続可能な消費と生産のパターンを確保する （ゴミを出さない）・目標13.気候変動とその影
響に立ち向かうため、緊急対策を取る ・目標14.海洋と海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する （プラスチッ
クゴミを減らす）というような個人の生活や意識の変革を必要とするようなターゲットが設定されています。これ
らの目標や課題に対し、実際にユニークなアプローチで向き合っている人物やプロジェクトをご紹介しましょう。
数年前まで京都ＹＭＣＡに在籍し、職員として国際リーダー会の指導や、国際協力専門委員会などを担当し、当
せき
時からすでにＳＤＧｓについて会員に紹介していた女性で、「關 つぐみ」さんという方を覚えておられますか。以
下は彼女がFａｃｅBｏｏｋに投稿された記事です。

ゼロウェイストなスーパーマーケットを京都に開きます！
去年の春までドミニカ共和国でごみ問題に関するお仕事をしてました。日本とは取り組む内容や議論されるレベ
ル自体がかなり違いつつも、やるほどにごみ問題以外のいろんな社会課題につながっていくことのおもしろさや、
やらなきゃいけないことがどんどん見えてきて、かなり力を入れてやってました。が、コロナによって日本に緊急
帰国。すごく中途半端な形で終わりを迎えることに。その後、数ヶ月悩んだ結果「現地に帰れないのなら今は日本
のごみ問題やろう！」って思って、去年からこのプロジェクトに携わってます。すごくすごく小さな会社ですが、
みんな社会の仕組みを本気で変えていきたいと考えてます。
【日本初！？ゴミの出ない使い捨て個包装なし、日本初？の「ゼロ・ウェイスト」なスーパーマーケット！！】
ㅤ「ゼロ・ウェイスト（zero

waste = ごみゼロ）」と言うのは、ごみ問題に対する新しいアプローチで、簡単に言
えば、出たゴミをどう処理するかをあれこれ議論する前に「そもそもゴミの出ない暮らしを目指しましょうよ！」
という考え方。
ㅤじゃぁゴミを出さないスーパーってどうやるの？って言うと、ほとんどの商品はガラス瓶などの大きな容器に入っ
ていて、お客さんは自分が持参した容器や袋、もしくは店内にあるレンタル容器を使って、好きなものを好きな分
だけ、量り売りで買えちゃうのです。なのでほんとに個包装の食材は一切なし！ㅤどんな商品が買えるのかと言うと....
普通のスーパーで買えるものは大体買える！ㅤ野菜、卵、お肉、魚、麺類、お豆腐、乾物、お菓子、調味料...その
ほか日用品、洗濯洗剤、掃除用洗剤...。
オーガニック、フェアトレード、動物福祉に配慮した食材が中心で、仕入れの段階でもごみをできるだけ出さな
い工夫をしてます。なので、このお店を日常使いすると、もやすごみも資源ごみも劇的に減って、分別する手間＆
ごみ出しの頻度も減る〜〜！！。
ㅤ最近こうしたスタイルのお店が欧米で増加中！

ただ、「量り売り」って決して新しい考えとかではなく、日本に

も昔からあったもの。これを無理なく便利に現代の暮らしに馴染ませて、ゼロ・ウェイストなお買い物を実現させ
ます！
昨日からクラウドファンディングを始めました！
https://camp-fire.jp/projects/view/416826#menu
一度覗いてみてください！支援でなくとも、周りの人にシェアしてくれるだけでもありが
いです！！ お店は今年の7月にオープンすることがすでに決まっています。今回クラウド
ファンディングに挑戦しようと思ったのは、『斗々屋』を私たちが思い描いている理想の
ゼロウェイスト・スーパーに限りなく近づけるために、商品開発及び仕入資金として皆さ
まのお力をお借りできないかと考えたからです。京都にお住まいの方もそうでない方も、私たちの活動にもしご賛
同いただければ、ぜひご支援いただきたく存じます。そして、もし可能であれば、ぜひこのプロジェクトのことを
皆さまのお知り合いに広めてください！
「持続可能な社会」を理想で終わらせないために、全力で取り組みます。あたたかい応援を何卒よろしくお願い
いたします。

社会では、日本でもすでにSDGｓに真剣に取り組んでいる人たちや企業もあります。私たちワイズメンズ
クラブでも取り上げて、みんなで世界を守るため実践していくべき課題だと考えます。
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