
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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４月の在籍者数 ２４名（功労会員 １名）
４月例会出席者 ２３名 ゲスト ０名 ビジター ０名
事前メーキャップ ０名 ４月出席率→９５.８％

３月出席率全ﾒｰｷｬｯﾌﾟ算入後結果→８８.０％

ニコニコ

４月分 ？円

累計 ３４,５００円

クラブファンド

累計 ？円

ＢＦポイント

切手

累計 ？ＰＴ

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
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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。

京都市と姉妹都市を結んでいるキエフ、南座の筋向いにあ

る加藤登紀子ゆかりの“レストラン・キエフ”。何かと京都

人には馴染みのあるウクライナに世界の注目が集まっていま

す。

ウクライナは、過去にモンゴル・ポーランド・ドイツ・ソ

連・ロシアなどに領有された歴史を持ち、独立したのは１９

９１年。広大な農地を持つ有数の穀物輸出国ですが、国力で

はヨーロッパ７４位のまだまだ発展途上国。にも拘わらず軍

隊の兵力は欧州で三番目と言われています。そんなウクライ

ナに、なぜロシアが手を出したのだろうか、私たちには理解

しがたい面があります。

中島みゆきが歌っている「時代」（作詞・作曲も本人）と

いう歌に、“まわるまわるよ 時代は廻る 別れと出逢いを

くり返し・・・”という歌詞があります。第二次大戦が終わっ

てから七十数年の月日を経ていますが、ひょっとしたら今は

時代の廻り目を迎えているのかも知れないと思います。

京都ワイズメンズクラブも、１９４７年から別れと出逢い

を繰り返してきて、この１１月にチャーター七十五周年を迎

えます。

戦後の２５年、ＹＭＣＡは、自体の再生と戦後の街の人々

への手助けが急務でした。京都の街にも占領軍の姿があちこ

ちに見られ、それまでは敵性語として禁止されてきた英語が、

私たちにも必要なもの身近なものになってきました。したがっ

てＹＭＣＡの英語学校が、サラリーマンや商店の人たちの格

好の塾になりました。この時代は、ＹＭＣＡ＝英語学校の時

代でした。この頃のワイズメンズクラブは、そんなＹＭＣＡ

の経営基盤の支え役だったのでしょう。

そんな時代が終って世の中が落ち着いてくると、大学進学

者が増大し、大学受験のための予備校があちこちに開校され

ました。何といっても大学合格の実績が重視される中で、Ｙ

ＭＣＡ予備校は全国各地で有名予備校になった２５年でした。

そしてこの２５年になると、日本の高度成長に惹かれて多

くの外国人労働者や外国人学生が来日するようになっていま

す。ＹＭＣＡでは、この人たちがまず身につけなければなら

ない日本語学校を開いていますが、この人たちのために京都

ワイズメンズクラブは長年、修了記念文集アルバム制作発刊

などの支援を行っています。

そして廻ってくる次の２５年に、私たちは何をすべきでしょ

うか。

７５周年を迎えて、私たちが考えなければならないことは、

次の２５年に向けて何を成すべきかという事とだと思います。

中島みゆきは歌っています。～”今日は倒れた旅人たちも生

まれ変って歩きだすよ”～と。こんな世界を作り出せるよう

に私たちワイズメンも頑張りたいと思っています。

“ ま わ る ま わ る よ 時 代 は 廻 る・・・”

私にふさわしい時に、御手をもって、追い迫る者、敵の手から助け出してください。

あなたの僕に御顔の光を注ぎ、慈しみ深く、私をお救いください。 （詩編３１）
今月の聖句

タイミング、めぐりあわせ、ご縁、など、時にまつわる様々な言葉があります。時と言うのは、私たちの自由

にならないものの一つなのでしょう。頑張っても報われない時もあれば、「なんでこんな時にこんなことが起こ

るのか」と思うこともあります。神様は、時をも治めておられます。きっと神様が最も良いと思うタイミングで、

神様は私たちに救いの御手を伸ばして下さるのでしょう。
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“ T O ACKNOWLEDG E TH E DU T Y THAT ACCOM P AN IES EVER Y R IGHT ”
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いやー、ウエスティン都ホテル京都にて久しぶりの３００人を超え

る対面式のワイズの催しです。懐かしい感じがします。他クラブのみ

なさんともお会いでき感激です。式典は２年分のクラブ会長のバナー

セレモニーから始まりました。役員紹介も２年分、その分時間がかか

ります。３部構成でした。

式典に続いて講演です。講師は、気象予報士さん。テーマはいま愁

眉の気候変動問題です。ＳＤＧｓのバッジをつけることも大事だが、

それを実行に移すのがもっと大事。京都クラブのブリテンでも前期の

終わりから今期中にかけて、ＳＤＧｓはとりあげ続けています。形だ

けでなく心が大切ということでしょうか。

第３部はお待ちかねの懇親会です。各クラブ対抗のアトラクション

では若手の三宅ワイズ、竹花ワイズが活躍、１１月に行う京都クラブ

の７５周年記念例会もアピールができました。京都クラブが国際から

もらった賞はなんでしたっけ？そんなことも忘れるくらいの盛り上が

りでした。長いコロナのブランクのあとのながーい部会でした。

２年分のながーい式典～京都部部会 4月17日（日）

彦根シャトーワイズメンズクラブ４０周年記念例会 4月23日（土）

４月２３日(土)エクシブ琵琶湖ロイヤルレークホールに、彦根市長

や滋賀ＹＭＣＡ理事長、西日本区理事をはじめ多くの区・部役員、滋

賀・京都他各地のワイズメン多数の参加を得て、彦根シャトークラブ

４０周年記念例会が開催されました。

正村暁子４０代会長が、亡き父初代会長正村公一氏の思いを受けて

どうしてもこのエクシブ琵琶湖で周年例会を開催したかったそうです。

東日本区の伊東クラブとのＤＢＣ締結２５周年も兼ねておられ、伊東

クラブ稲葉会長と伊東マリンタウン道の駅イメージ駅長ユルキャラの

「マリにゃん」が来ておられ、彦根市長と同行した皆さんご存じのユ

ルキャラ「ひこにゃん」も登場して、和やかな楽しい締結２５周年式

典の演出でした。

記念例会閉会後の会場は美味しい食事とアルコール、途中からシン

ガーソングライター白井大輔さんを各テーブルに招いてのカラオケ会

場となるやら、壇上はいつものアピール合戦の大騒ぎで、終始賑やか

な懇親会となりました。
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奉仕活動基金ご協力のお願い
ＹＭＣＡに関わるボランティアリーダーの研修、青少年の育成、ボラン

ティアによる障がいのある方々への支援などに使われます。

受付窓口にてご納入、もしくは郵便振込にて指定の口座にお振込

みください。

募金用途は http://kyotoymca.or.jp/?p=7680 または 下記QRコー

ドを読み取ってご覧ください。

募金の方法は http://kyotoymca.or.jp/?page_id=2026 の下部また

は下記QRコードを読み取ってご覧ください。

募金用途 募金方法（下部）

ＮＥＷＳ

2021-22年度 第７４期４月度役員会

４月５日（火）１９：３０～三条ＹＭＣＡ

出席役員 ：1０名 欠席役員 ：７名

＜議 案＞

一、中村ワイズ退会の件

3月27日付で会長にメールが届き、一身上の理由により、3月末で退

会したいとの申し出がありました。これからの京都クラブにとって大

事な人材で留意をお願いしましたが返事が無く、意志も固いようで、

残念ながら受け付けました。

二、5月例会の件

5月10日(火)の5月例会はZEROクラブとの合同例会として、5月14日

(土)18:00からホテル日航プリンセス京都で開催します。例会日の

変 更と開催時刻の変更があるので、間違えないようにお願いします。

以上承認

＜報告・連絡事項＞

1、.2021年度京都YMCA卒業リーダー祝会へのお祝い金は、Yサ委員会

予算から昨年同様2万円を出金しました。

2.、献金合計5,000円はゆうちょ銀行クラブ口座に振り込む事が原則です

が、4月例会で現金で持ってこられた方は大田副会長にお渡し下さい。纏

めてクラブ口座に振込ます。

4.。彦根シャトークラブ40周年例会費￥10,000と、京都パレスクラブ50周

年例会費￥12,000はクラブ口座に振り込んで下さい。クラブから纏めて

先方へ振込ます。

5.、びわこ部会が5月14日(土)13:00から今津で開催されますが、当日は

京都クラブとZEROクラブとの合同例会です。

＜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： 4月10日(日)のリトセン「さくらフェスタ」への出店は見送りま

した。4月29日(金・祝)リトセン野外ファミリー例会のワークは、宿泊棟・研

修棟の排水口の整備とU字口の設置作業です。ゲスト参加者募集アピー

ルをお願いします。出欠を確定したいので、もう一度確認する。

ドライバー： 4月例会は「７５周年準備例会」として、内容・予算・他クラブ

へのアピールなど話し合う。

国際・交流 ：三島クラブの石川ワイズと電話、京都への訪問はこの状況

で未定との事。

ブリテン：発送業務のチーフは、中村さんのあと杉本ワイズが受けられま

した。皆さんの協力をお願いします。７５周年のチラシを同封する。

広 報 ：3/9 3月例会写真・動画UP・3/11日本語科文集・動画UP・3/28

アーカイブUP４２代三井会長後半

ファンド： 小豆・日本酒ファンドは終了。十勝アスパラファンド申込受付中。

4/29飲み物ファンド。新タマネギファンドは運賃高騰の為、取りに行く準

備(保管場所も探す事)。

文献保存：三井倉庫ロッカーの確認作業はもう少し暖かくなってから実

施。応援をお願いする。

＊次回5月役員会5月6日(金)19:30～ 於、YMCA三条本館

役員会報告

５日（火）役員会 １９：３０～ＹＭＣＡ三条本館

１１日（土）西日本区大会 １３：００～岡山国際ホテル

１８日（土）引継ぎ例会 １９：００～Ｈ日航ﾌﾟﾘﾝｾｽ京都

６日（金）役員会 １９：３０～ＹＭＣＡ三条本館

１４日（土）合同例会 １８：００～Ｈ日航ﾌﾟﾘﾝｾｽ京都

淡路新たまねぎファンド 未定

こよなくリト

センを愛し、公

私ともにリトセ

ンに尽くされた、

京都クラブＯＢ・

故高井早苗氏を

偲んで桜の苗木

が植樹された。

私たちが「高

井ざくら」と呼

ぶその桜の木が

こんなに大きく

育ってきました。

(写真：４月・

宮脇ワイズ撮影)

花を咲かす日

が待ち遠しいで

すね。

高井桜は今…
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４月例会は「京都クラブ７５周年記念例会」の準備例会

４月１２日（火）ホテル日航プリンセス京都において、４月通常例会を

来る京都クラブ７５周年に向けての準備例会として開催しました。

初めに、次期７５期会長の合田ワイズから記念例会開催の意義を説明。

７５周年に向けてメンバーの団結を強め、７５周年記念例会を盛大に開催

して多くのお客様を迎えてメンバー増強に結びつけ、皆で達成感や喜びを

分かち合いたいという思いを力強い言葉でアピールされました。

次に、記念例会実行委員長の鍵谷ワイズが記念例会の予算案を発表。ま

だまだ準備段階ではありますが、記念例会の大枠は皆さんに伝えることが

できたと思います。そのあと、京都部内他クラブの例会へのアピール訪問

をメンバー全員で行うよう分担を決めましたが、積極的な訪問参加申請に

メンバー諸兄の頼もしさと力強い安心感を感じました。

最後に、例会中各テーブルを回っていたウクライナ支援募金が集計され、

集まった３０,０００円が井上会長より藤尾連絡主事に手渡され、京都ＹＭ

ＣＡから同盟を通して国際へ送られて役立てられるとのことでした。

ＳＤＧｓの１７のゴー

ルの詳細はブリテン

１２月号に掲載され

ています

世界を変える17
のＳＤＧｓ目標

記念例会実行委員長

4月12日（火）


