
２０２１～２０２２年度 主題
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！～
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５０００人の養いの物語です。この時人々は、二つの飢えに苦しんで

いました。一つは肉体の飢え、もう一つは心の飢えです。この時人々は、

「飼い主の居ない羊」のように、とても寂しい様子でした。人々にとっ

ては、心の飢えの方が切実だったようです。

私たちは欲しいものが手に入っても、もっと欲しくなり、なかなか満

足できないことがあります。けれども愛は、ほんの少しで満足すること

があります。イエス様は復活されて４０日間だけ、弟子たちと過ごされ

ました。しかしその時の喜びは、教会において、２０００年たった今も、

続いているのです。愛の力の大きさを思います。

イエス様の元に集まった５０００人の人びとは、イエス様から聞いた

愛の教えによって、心の飢えが満たされたのでしょう。そして、ほんの

わずかな食べ物でも、十分満足することができたのでしょう。

私たち一人一人の力は小さく、世界の課題の多くには無力です。５つ

のパンと２匹の魚で多くの人々の飢えを満たすのは無理です。けれども、

誰かの心の飢えを満たすことはできます。笑顔と交わりと温かい心で、

誰かを愛することはできます。世界の心の飢えが少しでも満たされるよ

うに、ワイズメンの活動は続きます。

＜聖書：イザヤ書５７：１４b－２１、エフェソの信徒への手紙２：１１

－２２、マルコによる福音書６：３０－４４＞

７月の在籍者数 ２７名
７月例会出席者２２名 ゲスト０名 ビジター０名

７月出席率→８１.５％

ニコニコ

７月分 １１,０００円

累計 １１,０００円

クラブファンド

累計 円

イエスは言われた。「この子どものように、自分を低くする者が、天の国でいちばん偉いのだ。

また、私の名のためにこのような子どもの一人を受け入れる者は、私を受け入れるのである。」

（マタイ１８：１－５）
今月の聖句

京都ワイズメンズクラブ 第７４代会長 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~

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 THAT ACCOM P AN IES EVER Y R IGH T ”１

Youth

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。

愛しなさい、と言われても、具体的に

どうしたら良いか分からない時、分か

りやすいのは、子どもを愛することです。子どもに優しい

まなざしを向け、温かい言葉を掛け、子どもが豊かに生き

られるようにする奉仕を行いましょう。

子どもが傷つくことは決して行わず、子

どもから危険なことを遠ざけましょう。子どもへの愛は、

神様の祝福への道です。

今月のクリスチャニティ

飢 え を 満 た す

所在地 北部地区 (イスラエル)・

タブハ（en:Tabgha）[1]

キリスト教・カトリック

管理者 ベネディクト会[1]

パンと魚の奇跡の教会
ウィキペディア

Activities
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第 ７ ４ 期 ７ 月 キ ッ ク オ フ 例 会 開 催

「京都クラブって、包容力のある

オトナのクラブやね。」例会訪問に

来られたベテランのワイズメンたち

に幾度かそう言われたことがある。

外から見て、中にいる自分たちには

気づかないことがあるものだ。そう

評されて、あらためて他クラブと比

べてみると、なるほどそうとも言え

る部分があちこちにある。なにがど

うということはないのだろうが、強

いて言うならば、これが７３年の歴

史と伝統がなせる業なのかもしれな

い。

７月６日(火)定刻、定例会場の日

航プリンスホテル京都にて第７４期

キックオフ例会が開催された。所信

表明の中で井上会長は、伝統を護り

つつ新たな自分の歴史を刻んでいく

ことを力強く表明された。入会され

てまだ数年の経験しかなく、うまく

クラブを運営していけるものか悩まれ

たそうだが、そうご心配は要りません

よ。石を投げれば会長経験者にあたる

オトナのクラブ、理論派から実践派ま

でベテランが取り囲む包容力のある各

委員会。時の会長の意向をことさら重

要視する歴史と伝統あるこのクラブが

ついています。フォローはまかせて思

う存分やってください。私たちメンバー

もそれを期待しているのですから。

7月6日（火）

例年通りキックオフ例会にて抽選の結果、今期１年分の例会の司会と食前スピーチが決定しました。
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京都ＹＭＣＡ公式 YouTube

チャンネル登録、拡散のお願い

ＮＥＷＳ

３日（火）役員会 １９：３０～ＹＭＣＡ三条本館

９日（祝）野外ファミリー例会 １９：００～木屋町「めん坊」床

１３日～１５日 アジア太平洋地域大会

2021-22年度 第７４期７月度役員会

７月６日（火）１９：３０～Ｙ三条本館にて

出席役員 ：１５名 欠席役員 ：３名

＜議 案＞

一、野外ファミリー例会日程

８月９日(月)祝日の振替休日とする。（場所は未定） 承認

＜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サ委員会：Ｙからリトセンの川へ降りるはしご階段作製の依頼あり。

○国際・交流委員会：何らかの形で交流活動を続ける。

○ブリテン委員会：新たな誌面を作成中。７月号は例会配布。

○広報委員会：役員会などをサイトにアップしました。

次回の役員会は８月３日(火) １９：３０～

役員会報告

７日（火）役員会 １９：３０～ＹＭＣＡ三条本館

１４日（火）京都部部長公式訪問例会１９：００～Ｈ日航ﾌﾟﾘﾝｾｽ京都

【おすすめキャンプ飯】

簡単に作れる！

パスタ料理

見学ご希望の方は、お電話もしくは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＞

075-254-8131

hoikuen@kyotoymca.org

水遊びをしたくなる季節。プールや川で遊ぶ時に、安全

に気を付けたいですね。子ども向けの動画です。

①水遊びでハプニングにあったら、どうする？

②どうたすける？ 水辺でハプニングにあったとき！

水難救助の手引き

③合言葉は「ういてまて！」 おぼれた時に助かる方法！

おぼれないための極意

2022年度保育園入園希望者説明会申込み受付中

京都YMCA公式YouTubeチャンネル 動画配信中

グリーン活動と環境

グリーン活動・環境/ブリテン 地域事業主任

コリン・ランビー

＜2050 年までにゼロネット・カーボン＞

2050 年までのゼロネット・カーボンとは何を意味するの

でしょうか。また、それを達成した場合、あるいはしなかっ

た場合の影響は、どのようなものでしょうか。

2050 年までにゼロネット・カーボンを達成することは、

多くの国が発表しており、オーストラリアなど一部の国で

は現在も検討中です。人為的な気候変動問題に対処するた

めのものであることは、皆さんもご存知でしょう。それが

解決策だと思っている人もいるかもしれませんが、そうで

はありません。

一般的に「炭素」と呼ばれる二酸化炭素を主とする温室

効果ガスをすべて排出しないことは、不可能です。ゼロネッ

ト・カーボンが達成されたとしても、私たちが吐き続ける

二酸化炭素があります、しかし、排出された量と同じ量の

二酸化炭素が取り込まれると、相殺されることになります。

大気中の二酸化炭素を除去するには、大気中から二酸化炭

素を取り出し、大気中に戻さずに何かに利用する「ドロー

ダウン」など、さまざまな方法があります。非常に大規模

な植樹もそのひとつでしょう。

2050 年までに温室効果ガスをゼロにするという話を聞け

ば、気候変動に対する私たちの貢献を解決する方法だと思

うかもしれません。しかし、気候科学の専門家によれば、

それは、あまりにも小さく、遅すぎるとのことです。その

結果は、予測されていた通り、異常気象ですでに経験済み

です。温暖化を 1.5℃に抑えるためのゼロネット・エミッ

ションという目標は、「IPCC 2018: 『1.5℃の地球温暖化』

IPCC の工業化以前より 1.5℃の温暖化の影響に関する特別

報告 」に含まれています。

温暖化を 1.5℃に抑えていく世界では、「今後１０年間

で温室効果ガスの排出量が急速に減少するだろう・・・」

とありますが、これは、2018 年に書かれたものです。

私たちは、何もしない、あるいは何もしなかった場合に

どのような結果になるかを知らされており、それはすでに

経験しています。例えばより大規模な山火事、洪水などで

す。解決策もわかっています。例えば、石炭を再生可能エ

ネルギーと蓄電池に置き換えたり、再生可能エネルギーで

動く電気自動車に移行したりすることです。なぜ私たちは、

そのアドバイスを無視するのでしょうか？

ワイズメンズクラブ国際協会アジア太平洋地域ブリテン2021年5月

2020-2021 第7号より転載



The Y's Men's Club of KYOTO Bulletin

４

SDGsの盛り込まれた2030アジェンダ採択以降、世界中で

SDGsの取り組みが行われるようになった。国や企業に限

らず、私たち個人レベルでもSDGsに関わる取り組みはで

きる。まずは個人レベルで、SDGsを意識することが重要

だ。私たちひとりひとりがSDGsを意識し行動することで、

世界は確実に変化していく。今回は個人でもできるSDGs

への取り組みを紹介していこう。

＜ナマケモノにもできるアクション・ガイド＞

■レベル１「ソファに寝たままできること」

・電気を節約する

使っていないときは電源を完全にオフにして節約を心

がける。使用のたびにコンセントを抜くのは大変なの

で、電源タップに差し込んでオンオフするのが便利だ。

照明も、日中明るいときは消すようにするなど、必要

のない電気は使わないようにする。

・SNSの投稿はシェアする

SNSを利用して、「いいね！」と共感を覚えてボタン

を押す人も多いと思う。女性に関する権利や、環境の

変動などの投稿が良いものであれば、多くの人に知っ

てもらうために、「いいね！」だけでなくシェアをす

る。シェアにより多くの人が関心をもつことに意味が

あるからだ。

・支払いはオンラインを使う

支払いを請求書で行うと紙を消費することになる。支

払いはオンライン上で済ませるのがスマートだ。オン

ラインやモバイルなら、自宅にいながら支払いも実行

できる。

・環境の取り組みを実施している企業の製品を買う

オンラインで検索すると、企業が持続可能で環境にや

さしい取り組みを実行しているか確認できる。環境保

護のためにも、環境に良い取り組みを行っている企業

の商品を選択するのが良い。

■レベル２「家にいてもできること」

自宅にいてもできるSDGsの取り組みは多い。レベル１

の寝ころびながらでもできることが苦でなければ、レベ

ル２の家にいてもできることは、そこまで難易度は高く

ないはずだ。たとえば、以下のようなことがSDGsの取り

組みとしてできる。

・シャワーですませる

お風呂にお湯をはって入浴すると、5～10分のシャワー

に比べ大量な水が必要になる。水を節約するためにも、

できるだけ入浴は短時間のシャワーですませると良い。

・生鮮食品や残りものは早めに冷凍を

生ものは腐りやすい。残飯は気を抜くと食べ忘れてし

まう。食べものをムダにしないためには、早めに冷凍

することだ。冷凍して保存できる期間を長くすること

によって、食べものもお金も余計な消費にならないは

ずだ。

・肉や魚よりも植物を

植物に比べ、肉の生産は多くの資源が使われる。資源

を過剰に消費しないためにも、肉や魚を控えて植物を

積極的に摂取するのが良い。

・エアコンの設定温度を気にかける

エアコンの消費電力は設定温度で変わる。夏は高め、

冬は低めに設定するのが省エネのコツだ。エアコンが

効率良く稼働できるようにするためにも、窓やドアの

すきまはできるだけふさぐようにしよう。

■レベル３「家の外でできること」

家の外でも個人レベルでできるSDGsの取り組みがある。

・地元で買い物をする

買い物は、できるだけ地元ですませるようにする。地

元での消費は、地元企業の雇用を守ることにつながる

だけでなく長距離トラックでの調達も減らせるためだ。

・訳あり品を買う

形や大きさ、色が規格に合わない、いわゆる「訳あり

品」は、そのような理由で廃棄されてしまうことがあ

る。訳あり品が販売されていたら、妥協できるなら廃

棄を減らすためにも積極的に購入するよう心がける。

・詰め替えできるボトルやカップを使う

コーヒーショップなどで飲み物を購入する際は、詰め

替え可能なマイボトルやカップを使うようにする。ショッ

プによっては値引きしてもらえることもあってお得で

あるし、環境にもやさしい。

・マイバッグ持参で買い物をする

日本ではレジ袋が有料化され、マイバッグの利用が推

奨されるようになった。環境のためにもマイバッグの

利用は有効だ。いつでも買い物中にマイバッグが使え

るよう、常に持ち歩くことを心がける。

・使わないものは寄付する

使わなくなったものでも別の場所で有効活用されるか

もしれない。使わなくなった服、本、家具などがあれ

ば、慈善団体などに積極的に寄付をする。

■レベル４「職場でできること」

・労働者としての権利を知る

職場環境を良くする第一歩は、労働者自身が、自身の

置かれている状況、権利を知ることだ。労働者として

の権利、労働にまつわる権利について知り、理解を深

めるようにする。

・社内の冷暖房は省エネ型にする

冷暖房装置を取り入れているオフィスは多い。少しで

も環境に配慮するため、社内の冷暖房装置は省エネ型

を取り入れるよう心がける。

・職場での差別に声をあげる

SDGsでは、人はみな不平等であってはならないとして

いる。だからこそ、本質的に同等であるよう努力しな

ければならない。性別、人種、身体能力、社会的背景、

ジェンダー、どのようなことであれ、差別には声を上

げることが重要だ。

・通勤方法を考える

通勤方法は、できるだけ環境に配慮した方法にする。

自転車や徒歩、公共交通機関での移動がベストだ。自

動車での移動は、乗り合わせや大人数で移動するとき

に限定する。


