
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！～

TH E Y 'S M EN 'S C LUB OF
THE SERVICE CLUB TO THE YMCA

AFFILIATEDWITH THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF Y'S MEN'S CLUBS

NO.891
CLUB OFFICE / KYOTO YMCA :Yanaginobanba,Sanjo,Nakagyo-ku,Kyoto 604-8083 Japan Phone(075)231-4388 http://www.kyotoys.com/

K YO TOBulletin

22022,

１月の在籍者数 ２５名（功労会員 １名）
１月合同例会出席者 ２２名 メーキャップ １名

１月出席率→９２.０％
１２月出席率全ﾒｰｷｬｯﾌﾟ算入後結果→９２.３％

ニコニコ

１月分 ０円

累計 １９,５００円

クラブファンド

累計 円

ＢＦポイント

切手

累計

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 NOWLEDG E T HE DU T Y THAT ACCOM P AN IES EVER Y R IGHT ”１

TOF･CS･FF

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。

今期も例年通り1月から、京都Ｙ専門学校日本語科の卒業記

念文集アルバムの作製にとりかかっている。コロナ禍に負け

ずに日本語の勉強を続けてきた上級Ａクラスの留学生たち。

今年の課題は、「街で見つけた面白いもの」という３～４名

ずつのグループ研究です。そのユニークな視点に思わずニヤ

リとしてしまった１～２点を紹介しましょう。（日本語科か

らブリテンへの転載の許可はもらっています。）

＜グループＡ＞

私たちは京都の街で面白い物を見つけるために、街に出た。

道のそばや店の前に小さな家のようなものが建っていて、

中には石で作られた地蔵の像がある。地蔵像がのっている台

には「卍」が書かれていて花が供えられている（写真①）。

台湾にも似ている物があるが、中国と韓国にはないそれが

何のために建てられたのか。そして、祈りの場所なら扉が開

いているのは当然だと思うが、どうして閉まっ

ているものがあるのか、また、どうして地蔵

像の数が違うのか（写真②）。

私達はこの三つの疑問について次のように

考えた。

京都にはお寺や神社が沢山あって、いつで

も立ち寄れるにもかかわらず、道ごとにこう

した地蔵像がある。それは京都の人々の信仰

心が深いからだろうか。それとも自然災害が

多い日本列島に住む自分たちを守ってくれと

願うために沢山作ったのだろうか。

通常、地蔵像の前で祈る時扉を開けておく

が、扉が閉まっている物もある。それは祭り

のような特別な日だけ開けるのだと推測した。

そして、地蔵像が複数ある物もあるが、これ

は地蔵像が多いほど願いが叶うという人々の気持ちを表して

いるのではないかと思う。ここまでは私たちの推測なので、

本当はどうなのか調べてみようと思う。

＜グループＣ＞

私達はＹＭＣＡの近所で面白いものを見つけた。それは目立

つ緑色の標識である（写真①）。この標識に「こども１１０

番のいえ」と書いてある。「１１０番」は赤の字で書いてあ

る。さらに、こどもが誰かを呼ぶ様子の絵が描いてある。

私達は、初めてこの標識を見たとき、不思議だと思った。

それは、韓国や中国では、このような標識はないからだ。そ

れに、標識には「１１０番」と書いてあるのに、その次に

「いえ」と書いてある。標識のある家と警察とはどんな関係

があるのか。また、日本は安全な国なのに、ところどころに

この標識があるのはなぜか、という疑問がわいてきた。そし

てこの疑問について考えてみた。

日本人はみんなで街を守る意識があっ

てその活動に参加する人が多い。それで

この標識がよく見られるのではないか。

この家は警察の代わりに子供を守ってく

れる場所だと思う。

電話ボックスに貼ってある標識もあっ

て面白かった（写真②）。それは多分家

が奥にあるから子供によく見えるように

貼ってあるのだと思った。日本人の気遣

いが感じられてとてもすばらしい。

京都の町を歩く時にはこの標識をみて

ほしい。

私たちワイズメンも常に気づきを忘れ

ないよう心がけたいと思います。

今 期 の 「日本語科卒業記念文集」よ り

写真①

写真②

写真①

写真②
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「京都ＹＭＣＡ 子ども支援基金」を知っていますか？

この奨学基金は、京都ＹＭＣＡの主催する青少年プログ

ラム（１８歳未満の方々を対象としたＹＭＣＡの社会教育

プログラムが対象となります）に、経済的事由のために参

加したくても参加できない１８歳未満の青少年に対して支

援をし、その心身の健やかな成長に資することを目的とし

て2007年に設置されました。

この奨学金をご希望される方は、申請基準などをご覧の

上お申し出くだされば、委員会にて審査の上、補助額（参

加費の最大５０％、上限３万円）が決定されます。

（サマーキャンプ参加者の保護者より）

ＹＭＣＡのコールやリーダーの話、冊

子に記載されている歌の大合唱、テント

での寝心地の悪さやたくさんの蚊に刺さ

れた自慢、キャンプファイヤー、カヌー

で日野川まで行ったこと…帰宅解散後か

ら就寝間際まで興奮冷めやらずおしゃべり

が止まりませんでした。

ご支援を受けられ子どもたちにこのよ

うな体験をさせられたこと、深く感謝い

たします。

（スキーキャンプ参加者の保護者より）

前日の夜リーダーから子供へお電話を

いただきワクワクしながら出発の朝を迎

えることができました。リーダーの指示

に従ってテキパキ動き笑顔でバスから手

を振ることができ驚きました。

お迎えは少し早く行ったのですが、早

くきたのが不満な様で迎えの車まで自分

一人で黙々とキャンプの荷物を運んできま

した。半日ぶりにあった娘の表情がとても

自信にあふれていたのが印象深かったです。

スキーキャンプでの出来事を何度も家族に

話してくれました。充実した時間を過ごし

ていたことが良くわかりました。豊かな経

験を与えていただき感謝しております。

（サマーキャンプ参加者の保護者より）

去年に引き続き参加させていただいて、とても楽しかった。

と帰ってきました。去年会ったりーダーとの再会もあったよ

うで喜んでいました。キャンプ中に作った料理を家でも作っ

てくれたり、教えてもらった歌を家でも歌ったり、思い出深

いものになったようです。

（スキーキャンプ参加者の保護者より）

スキーでのできごと、ゲームをしたこ

となど、たくさん話をしてくれました。

また覚えた歌を家でも歌い、家族でスキー

に行ったときに、そこでも歌っていまし

た。とても楽しかったようです。知り合

いのリーダーも増えて、リーダーや友だ

ちとの関わりも楽しいようです。友だち

の話もたくさんしてくれました。スキーも

上達していました。

（スキーキャンプ参加者の保護者より）

スキーはパラレルもできるようになった！

と喜んでいました。夜にみんなでしたゲー

ムも楽しかったようです。バスの中でリー

ダーに教えてもらったゲームも家で教えて

くれました。どんなリーダーがいたかも毎

回家で話してくれます。スキーの上達もリー

ダーや他の友だちとの関りも、貴重な体験

をさせていただけて感謝しています。

（体操教室参加者の保護者より）

コロナ休校などで小学校での活動が制

限される中、体操教室での活動と「でき

る」「できた」という自身が意欲を引き

出し、「続けていく」選択につながって

います。ころぶ、けがをすることをこわ

がらなくなっています。

（スイミングスクール参加者の保護者より）

子どもは毎回メキメキと上達し、友だちとの絆も強くなっ

て、水泳選手にもなりたいと将来の夢を語っています。コロ

ナのためぶことができない状況でもスイミングで体を動かす

ことができて、元気いっぱい1年間過ごすことができていま

す。ありがとうございました。

京都ＹＭＣＡ 子ども支援基金制度とは・・・ 子ども支援基金の対象となる方は・・・

①母子・父子家庭の方で、経済的に課題がある場合

②病気などの理由で保護者の就業が困難な場合

③失業などの理由で昨年の所得又は今年の所得見込みが230

万円以下の家庭の場合

④生活保護家庭の場合

⑤その他の特別な事情がある場合

※上記①‐⑤のいずれかにあてはまると申請していただけ

ます。申請があれば、子ども支援基金委員会で審査させて

いただきます。申請された方の個人情報につきましては、

いっさい公表されることはございません。

上記は2007年新設当時の設置理由と申請基準です。現在は改訂されているか、または今後改訂されるかもしれません。

京都クラブはこの「子ども支援基金制度」の趣旨に賛同し、６０周年記念事業として基金設立

時に３００万円を、そしてその後、2012年まで５年継続して毎年２０万円を、合計４００万円

を寄付しました。（2021年12月現在の子ども支援基金残高は４５０万円です）

この基金を使って子どもたちがプログラムに参加した保護者のお便りをいくつか紹介しておきましょう。

この写真はコメントとは関係なくホームページ
から転載したスキーキャンプの写真です。

この写真はコメントとは関係なくホームページ
から転載したサマーキャンプの写真です。

この写真はコメントとは関係なくホームページ
から転載したスキーキャンプの写真です。
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１．第７回Ｔｈｅ Ｙ ｃｕｐ京都ミニバスケットボール大会

大会運営費ご協力のお願い

Ｔｈｅ Ｙ ｃｕｐ京都ミニバスケットボール大会（3月5日、6日 横大路運動

公園体育館開催）は、みなさまからの協賛広告料を基に運営され、得

られた収益は、経済的に困難な子どもたちが京都YMCAのプログラム

に参加するための支援金「子ども支援基金」に積み立てられます。

バスケットボールに懸命に取り組む小学生たちを応援することが、より

多くの子ども達の豊かな成長を支えることに繋がる支援です。

ご協力お願いいたします。

お申込み・お問合せ （ＴＥＬ）０７５－２３１－４３８８

（Ｅ-mail）honbu@kyotoymca.org

２．幼児自然体験学習プログラム体験会のお知らせ
幼児のための活動チーム「おひさまにこにこクラブ」の体験会を開催し

ます。この機会に、ぜひご参加ください。

日 程 ①２月２６日（土） ②３月２１日（月・祝）

行き先 京都YMCAリトリートセンター

集合解散 ９時集合、１６時１５分解散

集合解散場所 京都駅八条口ＪＲ東改札口前（祭時計広場付近）

※雨天時は内容を変更して実施します。

対 象 幼児年少～年長

（2015年4月2日生まれ～2018年4月1日生まれ）

参加費 各回5,000円（交通費、指導経費、プログラム企画料、保険等）

詳しくは、QRコードを読み取ってご覧ください。

問い合わせ （ＴＥＬ）０７５－２５５－４７０９

ＮＥＷＳ

2021-22年度 第７４期１月度役員会

１２月２１日（火）１９：００～三条ＹＭＣＡ

出席役員 ：1３名 欠席役員 ：4名

＜議 案＞

一、４月例会について

２０２２年４月２９日（金・祝）にYサ委員会担当で、リトセンにて野外ファ

ミリー例会として行う。これは、コロナ禍で８月に延期になった納涼

野外例会に代わるもの。当日は、１時間程度のワーク、Yサに関する

ディスカッション、野外での食事などが予定されている。交通手段は

大型バスを予定。 以上承認

＜報告・連絡事項＞

①ＹＭＣＡ・チャリティーゴルフ（1月19日水曜）、京都部・チャリティーボ

ウリング（2月27日日曜）について、

参加者にそれぞれ補助をする（参加費の半額、ゴルフは2500円、

ボウリングは1000円）ことが各委員会で決定された。

②東西日本区交流会について、

2023年2月4（土）-5日（日） 神戸クラウンプラザホテルにて

③京都部・リトセンチャリティーゴルフについて、

2022年3月20日（日） 京都倶楽部・上賀茂コース

プレー費18000円 参加費5000円 申込締切1月31日

④京都部より「ワイズデー第２弾」の案内について、

「ごみ拾いの動画作成―期間１２月１０日～３月２０日」

クラブ事業としての参加はしない。

＜各事業委員会報告＞ 次回委員会の日程は別紙日程表を参照

Ｙサ・ユース ：12月26日のクリスマス電飾撤去への協力を。

ＹＭＣＡ・チャリティーゴルフの参加費の半額を補助する。

CS・環境：京都部・チャリティーボウリングの参加費の半額を補助する。

ファンド：十勝クラブからあずき販売の案内が来ている。

ブリテン：1月は合同例会なので、例会配布か郵送か検討する。

日本語科留学生の卒業文集・アルバムは今期も作成することになった。

1月中に文集のデジタル化を手分けしてやってもらう。

広 報 ：ＬＩＮＥ会議を実施予定、12月例会の写真をアップした。

＊ ２月度役員会は ２月１日(火)１９：30～ 於、京都YMCA三条本館

役員会報告

京都クラブのブリテンは年間予算10万円以内でブリテン委員がパソコ

ンで編集してネット印刷しています。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。 Ｅmail ： tanupon@mbox.kyoto-inet.or.jp

京都クラブのホームページ http://www.kyotoys.com/ では広報

委員会の働きにより、このブリテンが月初にご覧いただけます。

１日（火）役員会 １９：３０～ＹＭＣＡ三条本館

８日（火）例会 １９：００～Ｈ日航ﾌﾟﾘﾝｾｽ京都

１３日（日）全国車いす駅伝競走大会 ～ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽＨ京都

１３日（日）京都Ｙ卒業リーダー祝会 ～ＹＭＣＡ三条本館

１８日（金）京都Ｙ日本語科卒業式 ～ＹＭＣＡ三条本館

２０日（日）京都部リトセンチャリティーゴルフ ～京都倶楽部上賀茂

１日（火）役員会 １９：３０～ＹＭＣＡ三条本館

８日（火）ＴＯＦ例会 １９：００～Ｈ日航ﾌﾟﾘﾝｾｽ京都

２７日（日）京都部ﾁｬﾘﾃｨｰボウリング ～ＭＫボウル上賀茂

パウロは記す。「自分のことだけでなく、他人のことにも注意を払いなさい。それはキリスト・

イエスにもみられるものです。」 （フィリピ２：１－１１）
今月の聖句

「自分だけ良ければいい」という思いが、欲望の源です。他

人との競争に勝ち、他人の物を奪ってでも、自分の私腹を肥

やす、という欲望が、世の中に広がっています。けれども、

そのような生き方は、そんなに楽しいものでしょうか。ほん

の少しでも、誰かを助け、誰かを支える働きをした人は、奉

仕することによって得られる喜びが、どれほど大きいか知っ

ています。愛の喜びは、欲望の喜びよりも、はるかに大きい

ように思います。

ク
リ
ス
チ
ャ
ニ
テ
ィ




