
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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５月の在籍者数 ２４名（功労会員 １名）
５月例会出席者２０名 ゲスト０名 ビジター０名
事前メーキャップ２名 ５月出席率→９１.７％

４月出席率全ﾒｰｷｬｯﾌﾟ算入後結果→９５.８％

ニコニコ

５月分 ５ ０００円

累計 ３９,５００円

クラブファンド

累計 ６０３,７１４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

C H AR TE R E D 19 4 7

１

評価・計画

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。

７月に始まり６月で終わるワイズメンズクラブの年度が最

終月を迎えた。京都クラブの第７４代井上会長の一年も終わ

ろうとしている。７５周年を前にしたコロナ禍の大変な一年

だったことだろう。そんな大変さを表に出さず平常心を貫か

れた会長の強さに感服する。奥様と子供たちのご協力があっ

てこそ、まさにご家族で乗り越えられた一年だったと言える

だろう。本当にお疲れさまでした。

井上ファミリーに濃いピンクのバラ

の大きな花束を贈ろう。

京都クラブでは、会長を終えてよう

やく一人前のワイズメン、と言われて

きた。ご家族に恩返しをしながら、一

回り大きくなった自分を今後さらにワ

イズメンとしてどのように発展させて

行かれるか楽しみである。

楽しみと言えば、来る１１月の７５周年記念例会がどの様

な楽しい会になるか楽しみである。記念例会実行委員会で様々

なアイデアを検討されておられることと思う。あまり気負う

事無く、お客様とメンバー全員でお祝い出来る温もりを感じ

させる会になればいいなと思う。

一方で記念事業委員会では、周年事業は普段の活動の延長

線上にあるとの基本的な考えのもと、記念事業の内容が検討

されている。京都クラブのポリシーの一つである‘With The
YMCA’に忠実に、今回は特に三条ＹＭＣＡ保育園の要望と

リトリートセンターをテーマに企画中

である。

京都クラブは本来、普段に必要とさ

れる活動に常に取り組み継続すること

を大切にして、京都ＹＭＣＡをはじめ

各方面で信頼を得てきた。周年記念事

業は普段の活動の軌道上の、ひとつの

けじめに過ぎないという考え方。宮脇

７５周年記念事業実行委員長はその考

え方を踏襲しつつ、新たにリトセンに子供たちが喜ぶ何かを

創りたいという自身の思いも入れて企画中である。記念例会

同様、若い力が挑戦しているこちらも大変楽しみである。

ピ ン ク の バ ラ の 花 束 を ・ ・ ・ ！

主よ、私たちは粘土、あなたは陶工。私たちは皆、あなたの手の業です。 （イザヤ６４：３－８）今月の聖句

ある有名な芸能人が、師匠とも言える偉大な漫画家の方のお葬式の時に、次のような弔辞を読まれました。

「私も、あなたの作品の一つです。」この言葉には、深い謙虚さを感じます。自分の業績は、この人のお陰だと感じ

ているのでしょう。私たちは、神様に創られたものだからこそ、自分の力以上の素晴らしいことができるのです。
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“ T O ACKNOWL EDG E TH E DUT Y THAT ACCOM P AN IES EVER Y R IGHT ”

濃い ピンクのバラの花言葉はgratitude＝感謝
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「もう一声ありませんか、それでは６,０００円で落札します。」

大きな掛け声が響き渡る例会場。１８時開会でメインプログラムはファ

ンド・オークションだけという京都ゼロクラブと京都クラブの合同例

会は５月１４日(土)にホテル日航プリンセス京都で開催されました。

両クラブの会長による開会点鐘のあと、井上和久京都クラブ会長に

よる会長挨拶とインフォメーションタイムがあり、その直後に始まっ

た『メインプログラム＝オークション』。まずはゼロクラブのメンバー

が出品したファンド商品から。商品説明後、先ほどのような呼びかけ

の声に応えていくつもの落札希望の札が上がる。数多くの出品があり

全て落札され、結構なファンド金額だ。続いて食事をしながらの京都

クラブから出品したファンド商品。こちらも着物など結構高額な落札

価格があり、ファンド額はそこそこあったようだ。今回のオークショ

ンの売り上げは、それぞれの出品したクラブのファンドに入金される

そうだ。井上会長が今期中にぜひともやりたかったという２クラブ目

の合同例会は沢井美智子ゼロクラブ会長の点鐘で閉会した。

５月例会は、京都ゼロクラブとの合同ファンド例会 5月14日(土)

京都パレスワイズメンズクラブ５０周年記念例会 5月7日(土)

５月７日１６時、京都パレスワイズメンズクラブの５０周

年記念例会が、ホテルオークラ京都にて海外からの参加も含

め３００余名のゲストとワイズメンで盛大に開催されました。

新型コロナウィルス感染拡大の影響を受けて一年の延期を

余儀なくされた第５１期

後藤有志会長の挨拶では、

感謝と歓迎を、そして５

０周年を節目に次の半世

紀に向かって歩き出すと

述べられました。

５０年の歩みを映像で

鑑賞した後、５０周年記

念事業としてラオスにＹ

ＭＣＡを創るとの計画が

発表されました。ホテル

学校を設立してホテルマ

ンを育成し、ラオスの観光事業に寄与し、将来は日本にも迎

え入れたいとのことです。人の出会いとつながりから国を動

かすまでの困難な経過についても話され、東京ＹＭＣＡホテ

ル学校に１０００万円を贈呈されたその実行力に敬意を表し

ます。

記憶にある京都市動物園

に象を４頭贈られた経過に

は、知らなかった裏話もあ

り驚くばかりでした。懇親

会での門川京都市長の祝辞

にも、象へのお礼が述べら

れていました。アピールタ

イムでは京都クラブ７５周

年記念例会もしっかりアピー

ルして、盛り上がる中２０

時に閉会になりました。
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2021-22年度 第７４期５月度役員会

５月６日（金）１９：３０～三条ＹＭＣＡ

出席役員 ：1０名 欠席役員 ：７名

＜議 案＞

一、連絡主事の部会費用の件

京都クラブで負担、渉外費より支出

二、彦根シャトークラブ40周年記念例会登録費補助の件

他部周年例会出席補助のクラブ会則に基づき補助金を支出

以上承認

＜報告・連絡事項＞

1、.75周年記念例会の他クラブアピールは個々に出席例会日を決定する

２.、京都クラブ通常総会（7月5日）の資料作成について

各事業委員会は書記（髙田）まで資料を提出する

takadabi@dream.jp 6月15日締切 ６月三役会で製本作業

３、今後の日程について

①6月引継例会 6月18日（土） 18：00～

②7月定期総会 7月５日（火） 19：00～ 総会終了後役員会

＜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：

ドライバー：

国際・交流 ：

ブリテン：ブリテン5月号発送は5月11日

広 報 ：ＨＰブリテンに音楽も挿入、注目

ファンド： じゃがいもファンド 収益は53万円

こんどは玉ねぎファンドー５月10日ごろ

＊次回の6月役員会は新旧合同６月７日(火)19:30～ 於YMCA三条本館

役員会報告

7日（火）新旧合同役員会 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 １８：００～Ｈ日航ﾌﾟﾘﾝｾｽ京都

２６日（日）リトセン夏期準備ワーク

５日（火）定期総会＆役員会 １９：0０～ＹＭＣＡ三条本館

１２日（火）キックオフ例会 １９：００～Ｈ日航ﾌﾟﾘﾝｾｽ京都

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

サマープログラム受付
夏休みは、お子さまにダイナミックな成長の機会と環境を与える絶好

のチャンスです。夏休み中の子ども達のためのキャンプとスイミング・体

操のサマープログラムを実施します。お申込は以下の通りです。

お申込み開始

ＹＭＣＡ会員および2022年度プログラム参加の方 6月 7日（火）～

上記以外の方 6月14日（火）～

お申込み専用サイト： 下のＱＲコードからWebにアクセスのうえ、お申

込みください。

お問合せ 京都YMCAウエルネスセンター （Tel）075-255-4709

ＮＥＷＳ
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リトセンで、Ｙサアワーとファミリー野外例会

４月２９日、メンバー、メネット、コメット、鍵谷ワイズのゲスト日々様、

故高井ワイズの奥様と息子さん４家族１０名がリトセンに集い、野外ファミ

リー例会を行いました。今期は、昨年８月に野外例会を予定していましたが、

当時はコロナの感染拡大によるまん延防止重点措置発令中だったため、以来

延期しておりました。

当日は大型連休初日にもかかわらず、朝から大雨。当初予定していたワー

ク（研修棟と宿泊棟の間にＵ字溝を設置するワークでしたが、個人的にはや

りたかったです）を諦め、研修棟に集まってＹサアワーを行いました。

まずは、リトセンが開所されてから現在までの歩み、ワイズメンズクラブ

の関わり方、京都ＹＭＣＡにおける現在のリトセンの位置付けなどについて、

藤尾主事から詳しくお話ししていただきました。プロジェクターで映し出さ

れる開所当時からのリトセンの映像は、私にとっては古くても真新しく、数

多くのＹＭＣＡ会員やワイズメンがその開発、発展、維持、継承に尽力され

てきたことが印象的でした。

続いて、田中ワイズから京都クラブのリトセンへの関わりと流れについて

のお話を聞いた後、今後のリトセンワークの在り方、新しいメンバーがリト

センに関心を持ってもらうための方法、プログラム作り等について話し合い

を行いました。

この間、コメットたちは彼らのために集まってくれたＹＭＣＡリーダー達

のお世話で、竹を使ってお箸とコップを作ったり、絵を描いたりしていまし

た。

昼食の時間となり、山本ワイズが調達、調理してくれたたっぷりの美味し

いお肉や海鮮でバーベキューをしました。野外とはいえ、沢山人が集まって

食事したりお酒を飲んだのが、昨年８月の納涼例会以来。皆、強く降り続け

る雨にもかかわらず楽しいひとときを過ごしました。

新型コロナは少し落ち着きつつありますが、まだまだ収束にはほど遠い状

況です。今回のようにリトセンに皆が集い、汗をかき、笑うことは、メンバー

の連帯感を再確認できる良い機会だと思います。今後もますますこういう機

会が増えるようメンバー皆と頑張っていきたいです。

4月29日(祝)


