
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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１１月の在籍者数 ２６名
１１月例会出席者２０名 ゲスト４名 ビジター０名

メーキャップ ０名 １１月出席率→７６.９％
１０月出席率全ﾒｰｷｬｯﾌﾟ算入後結果→８０.８

ニコニコ

１１月分１３,０００円

累計 ２９,５００円

クラブファンド

累計 円

ＢＦポイント

切手

累計

神は秘められた計画を私たちに知らせてくださいました。あらゆるものが、頭であるキリストのもとに一

つにまとめられるのです。 （エフェソ１：３－１０）
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 IGHT ”１

EMC-E

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。

ドイツの児童文学作家ミヒャエル・エンデによる『モモ』

（Momo）は1973年刊、1974年にドイツ児童文学賞を受賞した

世界的に有名な児童文学作品です。

主人公は、モモという女の子。モモは受け身

で、そして少し不思議な感じのする女の子です。

時間どろぼうにぬすまれた時間を人間にとりか

えしてくれた女の子モモのふしぎな物語。人間

本来の生き方を忘れてしまっている現代の人々

に〈時間〉の真の意味を問う，エンデの名作で

す。

新幹線で早くなったのに、高速道路で早くなっ

たのに、インターネットで早くなったのに、い

つまでも、忙しくて時間がないのはなぜだろう。

「便利」になったはずなのに、せわしなくて慌

ただしいのはなぜだろう。とずっと思っ

ていました。この本を読んで、やっと理由が分かり

ました。時間泥棒に時間を奪われていたのです。

そうだと分かれば、悪い泥棒と戦って、時間を取

り戻さなければなりません。この戦いに必要なのは

愛です。具体的には、まず、笑顔とユーモアです。これはな

かなか難しい！「正確」で「真面目」であることが重んじら

れる私たちの社会では、笑顔とユーモアは、隅っ

こに追いやられます。物語の中で、時間を奪わ

れた人々は、孤独感を感じ、不安に駆られます。

反対に自分の時間を取り戻した人は、安堵と希

望に満ちあふれます。安堵と希望は、カチカチ

の固いものからではなく、柔らかいものから生

まれるような気がします。豊かないのちを取り

戻す戦いは、決して楽ではありませんが、まず

は、笑顔とユーモアから始めたいと思います。

毎月このブリテンの「ＳＤＧｓ特集」で紹介

されているように、今、世界は「環境問題」に

深く取り組んでいます。これは、神様が造られ

たものを大事にしようとすることだ

と言えます。「時間」も神様が造られたものです。

大切にしたいと思います。まずはこの本をじっくり

と読んで、この物語を味わってみてください。

安 堵 と 希 望

YES

一つになる、というのは、誰かの下につく、ということではありません。強い者がそうでないもの

を従わせるのではなく、一人一人がそれぞれ、対等な立場で、相手に向き合い、互いを理解し、謙

虚になって、新たな交わりを作り上げてゆくものです。イエス様のもとに一つになるということは、

一人一人が大切にされ、愛の交わりを深めてゆくことなのです。

ク
リ
ス
チ
ャ
ニ
テ
ィ

作者：ミヒャエル・エンデ、訳：大島かおり、『モモ』から
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京 都 ク ラ ブ の ワ イ ズ デ ー 11月14日(日)

１１月９日火曜日、いくつもの規制が次第に緩和され

てきて、１１月創立記念月例会が正常に行われた。

会場はホテル日航プリンセス京都。田中俊光さん、津

村さん、日丸さん、嶋田さん、４名のＯＢをゲストに迎

えて１９時に開会。

坂口直前会長の音頭で久しぶり？の乾杯、ただし、瓶

ビールは１人１本だけ。新型コロナ蔓延による緊急事態

以来すっかり皆さんおとなしくなりました（例会では・・・）。

１０分スピーチは三宅ワイズでしたが、新人離れ？のトー

クで見事にこなされました。

職場の自主規制で、まだ大人数による会食が認められ

ていない中村ワイズはいつものようにここで退席。それ

でも例会があれば毎回出席されるご努力に頭が下がる思

いです。一日も早く規制が解除になって、一緒に食事が

出来るようになられることを祈ります。

小声で控えめな会話と美味しい食事を楽しんだあとは、

ドライバー委員会企画の「ＹＭＣＡとワイズに関するク

イズ大会」だとか。○×問題で賞品はたくさん用意され

ていましたが、何しろ問題が細かすぎてマニアックで、

普段の知識は何の役にも立たず、クイズというより二者

択一の「当てもん」の世界。それでも賞品がなくなるま

で、何回も初めからやり直しては勝者を選んで、なんと

かクイズ大会は終了した。山本委員長をはじめドライバー

委員の皆さんお疲れさまでした。

終盤のニコニコタイムで、次期会長の合田ワイズから

７５周年に向けての力強い言葉が述べられ、ＯＢの嶋田

さんから「その期に合わせて再入会できるよう頑張りま

す」とのうれしいメッセージがあった。

相変わらず和気あいあいとした暖かい雰囲気の例会に、

ＯＢの皆さんも安心されたのではないでしょうか。

１１月（７４周年）創立記念月例会 11月9日(火)

１１月１４日（日）三条ＹＭＣＡ本館前にて京都クラブ

のワイズデーを行いました。

先週は、舞鶴市神崎海水浴場にて京都部のワイズデーに

参加し、浜辺の清掃活動に精を出しましたが、今週はお膝

元にて、京都クラブ独自のワイズデーです。

朝晩気温が下がり、徐々に秋らしい季節となりしました

が、日中は晴天で、緊急事態宣言が解除され、三条通も人

の流れが戻ってきて活気があふれていました。

今期新たに作製して木枠も付けた巨大バナー広告４枚を

正面入り口前に設置し、井上会長のコメット二人も参加し

て、道行く人にＹＭＣＡを支援する京都ワイズのオリジナ

ル・ポケットティッシュを配って、しっかりアピール！

以前より、すんなり受け取る方が少くなったように思い

ましたが、コメットたちの活躍もあり、配布開始後約１時

間で、予定数を配り終わり終了しました。

去年とは違い、徐々にワイズ本来の活動が再開できるよ

うになり、仲間との交流も増え、皆笑顔でワイズデーを過

ごすことができ、幸せな一日でした。
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１． クリスマスコンサート
弦楽四重奏コンサート（京都大学交響楽団団員）、礼拝、キャロリング

日 時： 12月17日(金) 18：30～21：00（予定）

場 所： ウィングス京都2階イベントホール（入場料： 500円）

および、三条寺町界隈・新京極周辺でキャロリング

京都YMCAでは、今年もクリスマスのプログラムを行います。一般の

方もご参加できます。ご家族、お友達で是非ご参加ください。

タイムスケジュール、申込み方法等、詳細は後日案内いたします。

問合せ：TEL 075-231-4388

２．スキーキャンプ・ウインター＆スプリングプログラム募集

（体操教室、スイミング、アフタースクール）
初めての方も、リピーターの方も、

ぜひご参加ください。

すべては子どもたちの「こころと

からだを育む」ために。

初めてのお子さまでも安心できる

ように、しっかりサポートします。

各プログラムの日程、詳細は下記URLかQR

コードからご確認ください。

https://drive.google.com/file/d/1Yg_9q

r7UTmaRTirmBz5AbotQ2AjR5xRm/view

お問合せ： ウエルネスセンター

（TEL）075-255-4709

ＮＥＷＳ

2021-22年度 第７４期１１月度役員会

１１月２日（火）１９：３０～三条ＹＭＣＡ

出席役員 ：１１名 欠席役員 ：７名

＜議 案＞

一、１月例会の日程及び会場変更の件

ＴＯＢＥクラブとの合同例会実施のため、１月１１日(火)に予定してい

た１月例会を１月１２日(水)に、ＡＮＡクラウンプラザ京都ホテルを会

場に１８時３０分より開催に変更する。

登録費は5,000円(飲み物別)で諸経費は両クラブで折半する。

二、２月例会はＴＯＦ例会としてホテル以外の場所で行う予定でしたが、１

月例会が合同例会になるため、２月８日(火)はホテル日航プリンセ

ス京都にて通常例会として行う。但し、内容はＴＯＦの意味を考える

例会にする。ＴＯＦ献金は従来通り人数分を例会又はドライバー予

算より支出する。

三、延期になっている野外例会の件

新型コロナ蔓延の影響で延期になった８月野外例会を、４月に第二

例会としてＹサ委員会主幹でリトセンにて行う。日程・内容は検討中。

以上承認

＜報告事項＞

①１１月７日(日)京都部ワイズディin舞鶴の件

参加予定メンバーは井上会長・大田・合田・佐々木・杉本・高田・田中・

井上統間コメットの８名。

８時に室町四条下る集合、佐々木ワイズ、杉本ワイズの車に分乗。

参加費3,000円、交通費はCS予算より支出、EMC委員会からも補助が

ある。

②京都クラブＯＢで元日本区理事の小谷博康さんが１０月２１日に亡くな

られたとの連絡を奥様からいただいた。偉大な先輩のご冥福を心から

お祈りします。

＜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 ：三条Ｙクリスマス電飾ワーク

１１月２７日（土）１９時～クリスマスツリー他屋内の飾り付け

１１月２８日（日） ９時～外壁等屋外の電飾

〇CS・環境：京都クラブ独自のワイズデープログラム

11月14日（日）１３時～三条Ｙ 参加予定者が少ない（もっと人手が必要）

〇ドライバー：１１月創立記念月例会に参加予定のＯＢは現在、日丸さん、

田中俊光さん、津村さんの３名。

〇国際・交流 ：三島クラブからお中元の返礼にさつまいもをいただいた。

１１月９日 １８：３０～例会場前スペースで例会前に委員会の予定。

〇ブリテン：11月号はすでに印刷も出来上がっている。例会で配布する。

発送作業日（後日連絡）に委員会もする予定。

〇広報：例会、ブリテンをＨＰにＵＰ。古いブリテンのアーカイブ化検討中。

＊ 次回の役員会は１２月７日（火） １９：３０～三条ＹＭＣＡ

役員会報告

７日（火）役員会 １９：３０～ＹＭＣＡ三条本館

１４日（火）例会 １９：００～Ｈ日航ﾌﾟﾘﾝｾｽ京都

２１日（火）１月分役員会 １９：３０～ＹＭＣＡ三条本館

２１日（火）クラブ忘年会 役員会終了後 場所は未定
２６日（日）又は２９日（水）飾り付け撤収ワーク

１月１２日(水)合同例会 １８：３０～ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ京都Ｈ

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、完成原稿の印刷をプリンターによる自家製からネット印刷に変更す

ることによって、さらに大きくコストを下げました（年間予算10万円以内）。

なお、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

こんにちは。メールで

失礼いたします。保育

園も今日からアドヴェ

ントに入りました。登

園してきた子どもたち

は、1階の大きなツリー

に目を輝かせておりま

す。いつもは朝が苦手

で泣き顔の子どもも今

日はニコニコです。こ

れから毎日が嬉しい登

園になります。大きな

ツリーに自分たちの飾

りもつけたいと､オーナ

メント作りを始めてい

ます。喜びをありがと

うございまず。

また念願の棚を作って

いただき本当にありが

とうございました。お

礼が遅くなりましたが

皆様に宜しくお伝えく

ださいませ。

2011.11.29

公益財団法人京都ＹＭ

ＣＡ ＹＭＣＡ三条保育

園 園長 山下維久子

本館内クリスマス装飾＆三条通り

壁面｢ＬＥＤツリー｣ワーク 11月27日･28日
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ＳＤＧｓの１７のゴール→人権・環境・平和
ゴール1「貧困をなくそう」

ゴール2「飢餓をゼロに」

ゴール3「すべての人に健康と福祉を」

ゴール4「質の高い教育をみんなに」

ゴール5「ジェンダー平等を実現しよう」

ゴール6「安全な水とトイレを世界中に」

ゴール7「エネルギーをみんなに、そしてクリーンに」

ゴール8「働きがいも経済成長も」

ゴール9「産業と技術革新の基盤をつくろう」

ゴール10「人や国の不平等をなくそう」

ゴール11「住み続けられるまちづくりを」

ゴール12「つくる責任つかう責任」

ゴール13「気候変動に具体的な対策を」

ゴール14「海の豊かさを守ろう」

ゴール15「陸の豊かさも守ろう」

ゴール16「平和と公正をすべての人に」

ゴール17「パートナーシップで目標を達成しよう」

日本では毎日１人あたり茶碗一杯分の食糧が捨てられ

ています。今の状態が続くと人口増加に伴う食糧危機で

多くの人が十分な栄養が摂れず就業に支障をきたします。

貧困に拍車がかかり感染症のリスクも高まります。

１０月は食品ロス削減月間でした

「捨てない」工夫から始めよう
・賞味期限の近いものから買う。

・計画的に食べられるだけを買う、注文する。

・調理の工夫をする。

・生ごみを肥料などに再生活用する。

知っていますか？

世界の９人に１人が飢えで苦しんでいます。
身近なことから地球規模の課題に取り組む

京 都 部 ワ イ ズ デ ィ ｉ ｎ 舞 鶴

＆ 京 都 ク ラ ブ 「 Ｅ Ｍ Ｃ お 楽 し み 会 バ ー ベ キ ュ ー 」

１１月７日(日)１０時から、舞鶴の旧

神崎小学校体育館で北京都フロンティア

ワイズメンズクラブと舞鶴ＹＭＣＡの協

力で「京都部ワイズディ」が始まった。

テーマは舞鶴”べっぴんな海に”大作戦

「今、やらんとあかんやろ!」で、京都

クラブからは7名+1名で臨んだ。 チー

ム名は「舞鶴の人魚を見つけ隊(たい)」

２チームに分かれて参加。選手は井上会

長・田中ＣＳ委員長・高田書記・佐々木

Ｙサ委員長・杉本国際・交流委員長・合

田会計兼ＥＭＣ事業主査・大田副会長と

井上会長コメットの統間くん６歳。

京都部ワイズディは２３３名の参加で、

午前１０時に中村京都部部長の挨拶で始

まり、世界の現状などの講演があった。

京都クラブも１０月例会で關さんに講演

していただき、またブリテンの特集でも

学んできたＳＤＧｓ(持続可能な開発目

標)１７ゴール。その中の目標１４「海

の豊かさを守ろう」=海岸清掃活動を一

種のスポーツ「スポＧＯＭＩ」で行う講

演と説明があり、神崎海水浴場へ場所を

移して競技を開始した。４５チームに分

かれて、燃えるゴミ・燃やせないゴミ・

ペットボトルの３種類に分別し、海岸を

清掃した。チームで力を合わせ制限時間

内に競技エリア内のゴミを拾い、質・

量のポイント制。流木以外にもいろん

なゴミがある事に驚きと怒りを感じな

がら、約一時間半「スポＧＯＭＩ」を

楽しんだ。結果は４００余kgのゴミが

回収でき、海岸は少し「ぺっぴん」に

なりました。京都クラブは４５チーム

中、１０位の成績をもらいました。

さて、いよいよお待ちかねの「バー

ベキュータイム」。海岸を歩き廻ってお

なかもすき、のども乾いたところの食事

は最高です。田中ＣＳ委員長の発案で京

都部ワイズディとＥＭＣの「お楽しみ会」

をドッキングした初めての企画、今回は

参加人数が少なめだったがこれからも利

用の可能性を拡げました。バーベキュー

はホタテやハタハタ、肉や野菜。自家製

焼きテンプラに加えて、ＥＭＣより、ミー

トショップ「ヒロ」のカルビとキムチが

参入、美味しい臭いに場が盛り上がった。

外へ出るのが大変な時期に気持ち良く

させてくれた京都部の中村部長をはじめ、

役員の皆様に感謝するとともに、このよ

うな活動をもっと広げてほしいと思いま

した。最後に行き帰り運転をお願いした、

佐々木ワイズ・杉本ワイズ、ありがとう

ございました。

11月7日(日)


