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２０２２～２０２３年度 主題

国 際 会 長(ＩＰ) K・C・サミュエル（インド）
主題：“Into the next 100 Years with FELLOWSHIP & IMPACT” 「フェローシップとインパクトで次の100年へ」
Ｓｌｏｇａｎ：“BEYOND SELF and BE THE CHANGE ” 「自己を超えて、変化を起こそう」
シェン・チ・ミン（台湾）
アジア太平洋地域会長(ＡＰ)
主題：“Elegantly Change With New Era” 「新しい時代とともに、エレガントに変化を」
Ｓｌｏｇａｎ：“Do it Right Now ” 「今すぐ実行を」
西日本区理事(ＲＤ) 田上 正 （熊本むさし）
主題： 「原点を知り将来に生かす」 “Know the origin and utilize it in the future !”
Ｓｌｏｇａｎ：「立ち上がれワイズ モットーと共に」 “Stand up Y'sMen with our Motto !”
京都部部長(ＤＧ) 石倉 尚（京都キャピタル）
主題：“United by YMCA" ～ＹＭＣＡで、ひとつになる～

京都ワイズメン
ズクラブの ＱＲ
コードです。
西日本区強調月間

ＢＦ の月

京都ワイズメンズクラブ 第７５代会長 合田 太一
主 題 ： ＂ Reborn 2nd ~for the future ” 「 こ れ か らの ク ラ ブ に 必要 な 改 革 を 」
今月の聖句
ク リスチャニティ

パウロは記す。「キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。この平和にあずからせる
ために、あなたがたは招かれて一つの体とされたのです。」
（コロサイ３：１２－１７）

平和とは、みんながキリストの心で、一つになることなのかもしれません。キリストの心とは、十字架と復活の愛です。
苦しむ人、悲しむ人にまず心を向け、みんなが希望をもって生き生きと生きることができるように奉仕することです。
考え方や生き方を、一つに形に押し込めてはいけません。様々な形と考えで、それぞれが愛を行うのが平和なのです。

ＹＭＣＡと共に歩む

第２７代京都部部長

石倉

尚

京都クラブの皆様、９月例会に公式訪問をさせていただき

入会式において「私たちはＹＭＣＡと共に働く人である」と

ました京都部部長の石倉尚です。その節はお世話になりまし
た、ありがとうございました。

宣言し、ワイズメンとなると同時にＹＭＣＡの会員ともなっ
ているのです。特にこのコロナ禍においてＹＭＣＡも多くの

貴クラブにおかれましては、今期７５周年を迎えられるこ
と大変おめでたくお慶び申し上げます。この７５年の節目に
おいて合田会長は、次のステージへの第一歩とし

課題に直面しています。
京都部部会で開催したＹＹＹフォーラムでは、リーダーＯ
Ｐ（ＯＧ，ＯＢ）にＹＭＣＡでのリーダー経験

クラブメンバーの団結力と京都部他クラブとの絆
を強くしていく方針を打ち出されています。絆を

がどのように自分の人生に影響を与えたのかを
聴かせていただきました。その一端を私たちが

強くしていくことは私が掲げている主題“United
by YMCA"「～ＹＭＣＡで、ひとつになる～ 」

担っていること、若いリーダーに影響を与えて
いることなどを知ったことで今まで以上にＹＭ

と同じ思いを持っておられること、特に貴クラブ

ＣＡに関われると思いました。

の多くのメンバーが京都ＹＭＣＡの重要な役目を
担っておられることと併せて、力強く背中を押し

コロナの感染も収まるどころか第７波に翻弄
されています。今期も様々な事業がどのように

ていただいている思いです。
いま、京都部の多くのクラブが直面している大きな課題を

なるのかわかりませんが、京都部としては可能
な限り事業の延期や中止をせずに形は変われど実施できるよ

克服するためにも、これまで培ってきた良いところを残し、

うに対応する所存です。

次のステージへ生まれ変わることが必須であると思います。
ただし、私たちワイズメンが他の奉仕クラブと異なる点を忘

貴クラブを京都部１７クラブの頂点とし、ＹＭＣＡで他ク
ラブとの絆を強くすることで、私たち京都部はひとつになり

れることなく生まれ変わるのです。

ます。この一年どうぞよろしくお願い申し上げます。

京都クラブ７５周年記念例会
１１月１２日（土）
９月の在籍者数２２名（内功労会員１名）
９月例会出席者 １９名 ゲスト ０名 ビジター ６名
事前メーキャップ １名
９月出席率→９０.９％
８月出席率全ﾒｰｷｬｯﾌﾟ算入後結果→９１.３％

詳細は右記ＱＲコードから京都ク
ラブのホームページ・トップペー
ジに掲載のチラシを御覧ください。

ニコニコ
９月分 １６,０００円
累計 ３４,０００円

クラブファンド
９月分
円
累計
円

“ T O AC K N O W L E D 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
ＰＴ
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「楽し いリトセ ンを作ろ う！ 子供た ちのため に・・・」 9月17日（土）
「泥遊 び場」と 「シャワ ー設備」 設置プロ ジェクト ＃３

９月１７日（土）、リトセンに泥遊び場とシャワー設備を作り始めて
から３回目のワークです。今日はＹＭＣＡ三条保育園の山下園長先生に
来ていただいて、現状の確認と直接のご指導をいただきました。概ね順
調ですが、実際に泥を入れてみないとなんとも・・・。
穴掘りが終わり四方のステンレス仕上げの壁を設置して、下敷きの砂
利を入れましたが、午後から台風の影響で雨の予報が出ており、流され
てしまってはいけないのでセメントの作業は次回に持ち越しになりまし
た。野外の造作なのでお天気に左右されて、なかなか思うように進めま
せん。
シャワーユニットの方は、照明スイッチの用意を忘れたそうでこちら
も完成間近で足踏み状態。１１月１２日の記念例会での贈呈式では、３
カ年計画の目録をお渡しするので焦る必要はないのですが・・・。
次回１０月１日（土）は、当初予定の全４回ワークの最終日。お天気
次第ですが、完成できるのか楽しみです。
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第２７回 京都部部会“ＹＭＣＡでひとつになろう”

9月3日（土）

９月３日(土)に第２７回京都部部会が開催されました。前回はコロナ禍の影響で今年の４
月に行われており、それから５ヶ月後の開催にもかかわらず、当日は３８０余名と４００名
に迫る大勢の参加があり、京都クラブからは１３名が出席しました。
部会は恒例のバナーセレモニーで始まりました。第1部の式典が終わり、第２部は京都部
部会では今回が初めてとなるＹＹＹフォーラムでしたので、京都ＹＭＣＡの野外リーダーＯ
Ｂ・ＯＧや現役リーダーたちが招待されて多数出席されていました。ＹＹＹフォーラムの時
間には、ウェルネス事業部長の中村主事とリーダーＯＢ・ＯＧ７名がステージに上がり、リー
ダー時代の体験とその後社会人になっていかに活かせたかを一人ずつ発表する形で進行しま
した。今期の石倉部長の部長主題が「United by YMCA

～YMCAで、ひとつになる」であ

り、リーダーを通してワイズメンにＹＭＣＡの活動をよりよく知ってもらうことを意
図されたプログラムかなと思いました。
第３部の懇親会では、コロナ禍の第７波がやや下火になってきたと言ってもまだま
だ感染者が多く出ている時期なので、参加者同士によるビールの注ぎ合いは無しにし
て飲み物はホテルのスタッフによるグラスへの補充でした。他クラブの皆様と懇親・
交流で久しぶりの友人また知人と懐かしいまた楽しい時間を過ごすことが出来、コロ
ナ禍であっても以前の日常生活が戻りつつあることを感じました。
今年１１月に行う京都クラブ７５周年記念例会も、和気あいあいと楽しい時を持て
る時間になればいいなと思いました。

９月例会は京都部部長公式訪問

9月13日（火）

９月１３日（火）の９月例会には、公式訪問の石倉

尚 京都部部長、小

林郁佳 国際･交流事業主査、金原弘明 事務局長、オンライン参加の宮崎順
巳 Ｙサ･ユース事業主査の３(４)名と、京都ウイングクラブから記念例会の
アピールに３名が参加されました。
３３年前から普段の事業も周年記念事業もＹＭＣＡサービス・ユース事業
を最重点課題として常に活動してきた京都クラブ。その公式訪問で、‘Ｙサ’
について話をされた部長とＹサ主査はさぞかしやりにくかったことと思いま
す。主査はお二人とも自己紹介が長く、ご自分の現状説明がほとんどだった
気がします。それでも、それぞれＹサと交流にかける情熱は十分に伝わる熱
弁でした。
部長はベテランらしく主題の「United by YMCA

～YMCAで、ひとつに

なる」を、京都部部会のＹＹＹフォーラムでの試みから、ボランティアリー
ダーを通してのＹＭＣＡ理解や、リトセンが事業部担当から会員担当になっ
たことなどを交えてのＹＭＣＡサービスについて話をされました。
京都ウイングクラブの谷口ワイズと井上ワイズ、錦織ワイズの３名は、手
作りの例会を意識して企画されている３５周年記念例会への参加をアピール
されました。京都クラブ７５周年記念例会の一週間前、１１月６日(日)にホ
テルグランヴィア京都で１６時開会とのことでした。どちらも目標の参加者
数を集めて楽しく開催されるといいですね。
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役員会報告

ＮＥＷＳ

2022-23年度 第７５期第３回役員会
９月６日（火）～三条ＹＭＣＡ
出席役員 ：１１名
欠席役員 ：６名

＜議 案＞

１０/１５開催 森のハロウィン！

一、次期京都部Ｙサ事業主査を井上YSに要請の件
本人も了承済であり

承認

二、７５周年記念例会にメンバー統一ジャケット着用の件
反対が半数あり否決、(他の企画を検討する)

承認

＜報告・連絡事項＞
1．７５周年記念事業について
ａ. 記念例会の進捗状況について→現在２００名ほどの参加予定。
10月東陵クラブへPRに行く。
ｂ .記念事業の進捗状況について→ワークはあと２回で終わるため、未
参加の方への参加を促す。
リトリートセンター（リトセン）の森でこの秋、子どもたちと不思議な夜を過
ごしませんか？ 街灯りと雑踏のハロウィンとはひと味ちがう、森のハロ
ウィン！ 木々の妖精たちが集ってくるかも？ 基本的感染症対策をとり、
実施します。皆さまのご参加をお待ちしています。
日 時：10月15日（土）17:00～20:00頃

ために・・・」３年プロジェクト
２．京都ブラックワイズメンズクラブ(仮称)設立について
8月18日に設立総会開催された。新クラブの設立総会時のメンバーは
13名で、11月19日チャーターナイトの予定
３.京都部のワイズデーについて

場 所：京都YMCAリトリートセンター

8月29日に第１回実行委員会開催され、10/30(日)に京都市役所前で

参加費：おとな（中学生以上）3,000円
小学生1,500円

７５周年記念事業のテーマは「楽しいリトセンをつくろう！子供たちの

模擬店出店の要請あり。出店を行うが、内容につては次回委員会で

幼児（3歳以上）1,000円

＊すべて税込＊当日現地でお支払いください。
詳細は下記、QRコードを読み取ってご覧ください。
お申込み：下記QRコードを読み取ってお申込みください。

検討。食べ物提供OK、ティッシュを配る等の案あり。
４..9/19京都ＹＭＣＡチャリティーランへの協力について
競技役員(5名)は(井上YS,大田YS、高田YS、田中YS、西村YS)
競技参加は専門学校の留学生２チーム５名を登録
物品寄贈の協力についてはクラブより１万円寄付と石川さんから着物
と商品券を寄付いただきました。
午前8時集合、雨天決行、旗とベストが配られる。（車での参加はNG）
抽選会が開催されます。（参加費1000円）
５..京都部部会に出席のリーダーの参加費負担について
京都部Ｙサ事業主査より依頼があり２名分負担した。(Yｻ費用)
６．じゃがいもファンドについて

詳 細

申込みフォーム

ジャガイモファンドの配送を１０月２３日(日)にします。
９月中頃までに購入数を高田さんまで報告。
それぞれの料金を２００円UPした。

１日（土）リトセンワーク７５

１０：００～リトリートセンター

＜各事業委員会報告＞の次回委員会の日程は別紙日程表を参照

４日（火）役員会

１９：0０～ＹＭＣＡ三条本館

CS・環境：チャームに3万円(20周年記念募金)、いのちの電話に2万円寄

１２日（水）合同例会
１９：００～Ｈ日航ﾌﾟﾘﾝｾｽ京都
２３日（日）十勝じゃがいも配送ワーク８：３０～丸進運輸集荷場
３０日（日）京都部Y'ｓデー

京都市役所前広場

３０日（日）京都Y国際協力街頭募金１３：００～ＹＭＣＡ三条本館

付を行った。命の電話コンサートが1月22日にあり協力要請がある。
ドライバー：10月にパレスクラブと合同例会があり、名刺交換するため持
参すること。
広 報 ： HP更新→8/4引継例会動画、8/11８月例会写真、8/15 ８月例
会動画、8/20じゃがいもチラシHPトップに、9/4部会写真、9/6部会ｾﾚﾓﾆｰ
動画

１日（火）役員会

１９：0０～ＹＭＣＡ三条本館

１２日（土）７５周年記念例会 １７：３０～ＡＮＡクラウンプラザＨ京都

ファンド： じゃがいもファンドに集中する
文献保存： 例会場に50周年記念誌を5冊置くようにする。
＊次回の９月役員会は１０月４日(火) １９：３０～ 於YMCA三条本館

世 界を 変え る17のＳ ＤＧｓ 目標

日本海・神崎浜海水浴場

今年の京都YＭＣＡサマーキャンプは日本海旧神崎小学校を拠点とし
た神崎浜海水浴場とリトセンを中心に実施されました

