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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」
京都ワイズメン
Ｓｌｏｇａｎ：“Do it Right Now ” 「今すぐ実行を」
ズクラブの ＱＲ
西日本区理事(ＲＤ) 田上 正 （熊本むさし）
コードです。
主題： 「原点を知り将来に生かす」 “Know the origin and utilize it in the future !”
西日本区強調月間
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～
CE，H，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

イエスは言われた。「神の国は、観察できるような仕方では来ない。実に、神の国はあなた方の中にあるからだ。」
（ルカ１７：２０－２１）

ク リスチャ
ニティ

何か課題がある時、自分の外に解決策を探しても見つからず、自分の中を調べてみると見つかることがあります。何か問題が起きた
時、誰かに責任を問おうとしても見つからず、自分に責任があることを認めざるを得ないときがあります。道に迷ったときは、落ち着い
て、お祈りをして、自分の心を見つめ直すとき、新たな道が見つかるのかもしれません。

７５周年記念例会を終えて

記念例会実行委員長

鍵谷将宏

京都ワイズメンズクラブ７５周年記念例会に参加してくだ

ユニットを設置するのを皮切りに、３年間のプロジェクトそ

さった皆様方、ご協力してくださった皆様方、本当にありが
とうございました。例会後にたくさんの方々に、「楽しかっ

のものを寄贈させていただくことになり、企画は順調に動き
出しました。

たよ」と声をかけていただき、これまでの大変だった苦労が

しかし、そこで問題になったのは、規制があるなかで果た

吹き飛ぶほど嬉しく思いました。
１年半以上前から実行委員長をまかされ、様々な内容の例

して本当に例会が開催出来るのか。莫大な費用をかける記念
例会に、このコロナ渦に多くの皆さんにご参加いただけるの

会を企画してまいりました。しかし、実際には当時、コロナ
のせいで通常例会も事業もまともに開催することが出来ず、

かと議論をする日々が続きました。そんなときに届いた、２
年ぶりの京都部部会開催決定の案内が、我々に勇気と希望を

委員会もほとんど機能出来ない状況でした。何人ものメンバー
が退会し去って行きました。そんな状況で、なんとか京都ク

与えてくれました。伸び悩んでいた登録者数もしだいに増え
てきて、その後は各メンバーの得意分野を生かして、少しず

ラブを、ワイズメンズクラブを盛り上げられるような例会を

つ記念例会を組み立てていきました。座席や名札の準備など

したいという思いが強くなりました。
そこに、縁あってT－BOLANの森友嵐士

は当日まで変更があり、ぎりぎり間に合
わせたような状況でした。

さんをお呼びして盛大なディナーショー
を記念例会に盛り込むことで、お客様も

諸事情を乗り越えてこんなにたくさん
の皆さまのご参加をいただいたことに感

自分たちも精一杯楽しんでワイズメンズ

謝の気持ちでいっぱいです。そして、皆

クラブに活気を取り戻す、そんな記念例
会の案が浮かびあがってきました。

さまからの励ましや応援のおことばを胸
に刻み、これまで以上に活動していく京

記念事業は、一人用テント15張りやリ
トセンに「泥んこ遊び場」とシャワー・

都クラブをこれからもどうかよろしくお
願い致します。

１２月の在籍者数２２名（内功労会員１名）
１１月例会出席者 ２２名
ゲスト ４２名
ビジター２１５名
１１月出席率→１００％
１０月出席率全ﾒｰｷｬｯﾌﾟ算入後結果９０.９％

ニコニコ
１１月分
０円
累計 ３４,０００円

クラブファンド
１１月分
円
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 IES EVER Y R IG H T ”

ＢＦポイント
切手
累計
ＰＴ
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全国の仲間に祝って貰った京都ワイズ７５周年

11月12日（土）

１１月１２日は、我が京都ワイズの国際加盟７５周年記念
例会。北は十勝から南は熊本にいたる３０のクラブからワイ

「リトリートセンターを楽しくしよう！子供たちのために…
３カ年プロジェクト（初年度は泥んこ遊び場とシャワーユニッ

ズメンが、そして京都クラブの入会候補を含めた大勢のゲス
トを合わせると３００人近い仲間が集まって下さった。コロ

ト２機）」の目録が宮脇記念事業実行委員長から京都YＭＣ
Ａの加藤総主事に贈呈され一部が終了。

ナ感染予防に徹した会場のＡＮＡクラウンプラザホテルの大
ホールは超満員。

二部の懇親会は、石倉京都部部長のご発声による乾杯でス
タート。食事中に今日一番の出し物、ロックシンガー・T－B

京都ＹＭＣＡの亀井理事長、熊本の田上ワイズ西日本区理

OLAN森友嵐士（もりとも・あらし）のステージで、キーボー

事、はるばる甲府から駆けつけて下さった佐藤東日本区理事
（甲府21）から心温まるご祝辞を頂き我々一同感激。続いて

ドは京都パレスクラブの岡見 紫 ワイズ。立ち上がって手を
振りながら踊る観客も出て、会場が大いに盛り上がった１時

倉田ワイズの力作である「京都ワイズの歩み」のスライドが
放映された。懐かしい諸先輩の顔や、汗と泥にまみれたワー

間だった。最後は全員でＹＭＣＡの歌を唄い、鍵谷記念例会
実行委員長の謝辞と合田会長の閉会点鐘で３時間に及ぶ７５

クの思い出がいっぱい詰まったフイルムで、もっともっと見

周年記念例会を終えた。この記念例会を企画するにあたって、

たいと言う声が出ていたが、プログラムの都合で残念ながら
一部カット。機会があればクラブの通常例会でもう一度じっ

合田会長が強く訴えたＥＭＣのメンバー増強のために…。多
くのゲストを集めた成果をいかに結実させるかがこれからの

くりと見たいものだった。
そして京都クラブから京都ＹＭＣＡへの心からの贈り物＝

課題であり、十分に記念例会を楽しんだ勢いで今後のメンバー
増強運動をしっかり展開して行かなければならない。

準備が整った受付

満員御礼の会場

DBCと二次会

ＤＢ Ｃの交流 で十勝ク ラブ･三島クラ ブと京都 観光･昼食会
７５周年記念例会の翌１３日にＤＢＣの十勝
クラブ２名、三島クラブ６名、京都クラブ８
名で交流の会を楽しんだ。将軍塚青龍殿・大
舞台、雨の銀閣寺を観光、銀閣寺畔の料亭白
水園で京弁当の昼食会。午後は三十三間堂に
寄ってから京都駅八条口で三島クラブをお見
送り。十勝クラブは翌日に羽田から帰られた。

11月13日（日）
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「 リ ト セ ン を 楽 し く し よ う … 」 プ ロ 2022最 終 ワ ー ク
記念例会の一週間前の土曜日、１１月５日にようやく最

11月5日（土）

業の土ならしをして昼食タイムになった。

終ワークを迎えた「リトセンを楽しくしよう、子どもたち

今日は、２０日のオータムフェスタに出店するラーメン

のために…」プロジェクト2022。宮脇委員長をはじめ、集

の試作を頂けるとのこと。厨房でラーメン作りをしていた

合した今回のワークの常連メンバーたちは、今日こそ完成

合田会長の特製ラーメンを全員で試食した。食には多才な

するぞと意欲満々に作業開始。

会長の、豚バラ肉を湯がいて味付けして焼いたチャーシュー

防草シートを貼って、土を入れる準備をして、ダンプカー

の代わりが美味しいなかなかの絶品ラーメン。このレシピ

の到着を待つ。予定の時間通りに到着した土満載のダンプ

が再現できればフェスタで売り切れ間違いなしと思われる。

を誘導して、穴の中にうまく土を下した。だが、ここで問

昼食後、ただちに作業開始。穴の土に水をかけて泥にし

題発生。土を下すときに穴の近くのぬかるみに後輪がはまっ

ていく。宮脇委員長に、皆から「入れ，入れ」の掛け声が。

てしまいダンプが抜け出せない。全員で押しても後輪はす

ついに靴を脱いでズボンをまくって泥遊び場に入った委員

べって空転、なおも深く埋っていく。掘れた穴を埋めたり

長は一言「冷たあっ」。引き渡しまでとりあえずのシート

板切れを挟んだり、なんども試しながらなんとかハンドル

を被せて、降り口の坂道に手すりを取り付けてワークは完

を右に切って反対方向に向かってダンプがぬかるみから脱

了した。シャワーユニット２機の方も水漏れを直して完成。

出するのに成功した。そのままバックで盛り上がりを越え

待望の７５周年記念例会では、宮脇記念事業委員長とし

て出口まで後退し、ようやくダンプカーは帰っていった。

て胸を張って目録を読み上げ贈呈することでしょう。現場

思わぬ事態に、どうなることかと心配したが、残った作

では早くも次の目標に話の花が咲いていました。

京都市役所前の広場で京都部ワイズデーの催し

10月30日（日）

京都部が部内の各クラブに呼び
かけて合同で実施したワイズデー
の催しが１０月３０日に京都市役
所前広場で開催された。各ブース
では各クラブが支援している施設
などの地域奉仕をアピール。京都
クラブはＹＭＣＡ三条保育園の子
育て支援をアピールし、昨年のワ
イズデーに作ったオリジナルのポ
ケットティッシュを配布した。

京都ＹＭＣＡ国際協力事業 街頭募金

10月30日（日）

コロナの影響でなかなかできなかった街頭募
金。久しぶりに、リーダー、子どもたち、職員
さん、そしてワイズが一緒に取り組みました。
担当の三条大橋は川沿いで少し寒さも感じま
したが、子どもたちも元気に「お願いします」
と声を出してくれました。２時間弱でおよそ２
万円、ウクライナやパレスチナの困っている子
どもたちに届けられます。街頭募金は初めてと
いう宮脇ワイズは「ちょっと恥ずかしかったけ
ど…」とはにかんでいました。

３
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2022-23年度 第７５期第５回役員会
１１月１日（火）１９：３０～三条ＹＭＣＡ
出席役員 ：１４名（委任状含む） 欠席役員 ：３名

役員会報告

ＮＥＷＳ

＜議 案＞
一、ＥＭＣ事業委員長交代の件

１． クリスマスコンサート
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。
京都大学交響楽団メンバーによるコンサート、クリスマスキャロルナイト
日 時： 12月23日(金) 18：30～20：30（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
タイムスケジュール、申込方法等、詳細は後日案内いたします。
問合せ：honbu@kyotoymca.org

柴田YS → 竹花YS 本人了承済み。
二、年初に計画の11月第２例会の件
「リトセン周年記念事業ワークの打ち上げ」と併せて特別例会として
１２月３日(土)夕刻(17時)より行う。特別例会の詳細については、11
月16日のドライバー委員会で検討する。

以上承認

＜報告・連絡事項＞
1．７５周年記念行事の状況
ａ.記念例会の進捗状況について
例会出席予定者は申込が224名、京都クラブはゲストを含め53名で

２．第5回京都YMCA主催チャリティーゴルフ
集められた支援金は、京都YMCAが行う公益活動のために使われます。
2023年1月27日（金）8：30スタート
センチュリー・シガ・ゴルフクラブ

合計２７７名(11/1現在)
10/28に役割分担を決定。11/4,11/8の2日で残作業を行うが、メンバー
全員の応援を求む。
ｂ.記念事業の進捗状況について

（所在地）〒520-3302 滋賀県甲賀市甲南町池田上梅田2118
会費： 13,500円／1名

11/5(土)に除草シートを張り、土と水を入れる、手すりの取付、で完
成する。 使用しない時の防護シートの手配は後日行う。

（チャリティー費プレー費、昼食代（ワンドリンク付）賞品代を含みます）
申込： 2022年12月15日（木）まで
QRコードか、下記URLを読み取り、

２.じゃがいもファンド
10/23(日)のジャガイモ配送はメンバーの協力で滞りなく終了した。
ジャガイモは、すべて完売。現在かぼちゃ2箱残あり。

申込みフォームに入力してください。
問合せ：honbu@kyotoymca.org

３．ワイズデーと国際協力募金
10/30に京都部のワイズデーに参加した。10名が出席して当日は昨
年作ったオリジナルポケットティッシュを配った。
国際協力募金については三条大橋で募金に協力し、募金額3万円。

申込みURL https://forms.gle/RvH2RShDfmys3Mfq8

４．オータムフェスタ
11/20のオータムフェスタでは店を出店し、特製ラーメンを提供する。
11/5のリトセンワーク時に特製ラーメンのリハーサルを行う予定。
＜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
Ｙサ・ユース：オータムフェスタの準備と12/11(日)インターナショナルチャ
リティランの打合せを行う。
CS・環境：いのちの電話「コンサート」が1月にあるので協力内容を決める。
ドライバー：12/3の特別例会と12/13の12月例会の内容を検討する。
交 流：記念例会の翌日11/13に三島クラブと十勝クラブの方とＤＢＣ交
流会を行う。参加者は三島クラブ7名十勝クラブ2名、京都クラブは杉本Y
s三井Ys高田Ys新井Ys佐々木Ysが参加、合田会長、大田Ysは午前中の
み参加。将軍塚の清龍殿舞台見学後、銀閣寺畔で昼食会。その後三十

３日（土）１２月特別例会（一泊？） １７：００～リトリートセンター
６日（火）役員会
１９：００～ＹＭＣＡ三条本館
１１日（日）京都Yチャリティラン
９:３０～嵐山東公園
１３日（火）１２月例会
１９：００～H日航プリンセス京都
２６日（月）クリスマス飾り撤去ワーク
２７日（火）役員会（１月分）
１９：００～ＹＭＣＡ三条本館
２７日（火）クラブ忘年会
２０：００～

三間堂から八条口でお見送り。
ブリテン：11月号のブリテンは表紙が記念例会のチラシを掲載したので
例会前に届くよう11/1に発送した。
広 報：10/13の10月合同例会の写真UP、10/15合同例会の動画UP、10
/23ブリテンUPした。
ファンド：5月の玉ねぎファンドで他クラブからの注文増を目指すと、他ク
ラブのファンドへの協力もする必要あり。今回ファンドの懇談会があるの
で他クラブと情報交換する。
＊次回の１２月役員会は１２月６日(火) １９：３０～ 於YMCA三条本館

１０日（火）新年例会
１９：００～ＹＭＣＡ三条本館
２２日（日）いのちの電話コンサート １３：３０集合府民ホール・アルティー

京都ワイズメンズクラブ さま
こんにちは、いつもお支えいただき、ありがとうございます。
本日出席の全園児と保育士で、収穫感謝礼拝をマナホールで行
いました。いただきました栗かぼちゃを他のお野菜と一緒にディ
スプレーして、無事に礼拝を終えました。かぼちゃは明日以降に
調理室にて調理後、美味しくいただく予定です。
京都は、今日は今年一番の寒さとのこと。急に一段と寒くなりまし
たが、ご自愛ください。お礼まで。

（メールにて）
YMCA三条保育園 園長 山下

世界 を変 える17のＳ ＤＧ ｓ目 標

