
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 THECHANGE ” 「自己を超えて、変化を起こそう」
アジア太平洋地域会長(ＡＰ) シェン・チ・ミン（台湾）

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～
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８月の在籍者数２２名（内功労会員１名）
８月例会出席者１８名 ゲスト０名 ビジター０名
事前メーキャップ１名 ８月出席率→８６.４％

７月出席率全ﾒｰｷｬｯﾌﾟ算入後結果→９１.３％

ニコニコ

８月分 ９,０００円

累計 １８,０００円

クラブファンド

８月分 円

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」

西日本区強調月間

の月

C H AR TE R E D 19 4 7
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EMC

ＹＭＣＡに対する奉仕活動とユースの支援がＹＭＣＡ

サービス・ユース事業の柱です。

「サービス」の意味を調べると「誰かのために何かをする

こと」とありました。「ＹＭＣＡサービス」とは「ＹＭＣＡ

のために何かをすること」という意味になります。

ＹＭＣＡのためになることをやるには、Ｙ‘ｓがやりたい

ことをやるだけではなく、ＹＭＣＡが必要としていることを

やらなければなりません。例年通りのことを継続的にやり続

けることに加え、ＹＭＣＡが何を求めているの

か理解して新たな取り組みをしていくことが必

要です。

強調月間のステートメントを『ＹＭＣＡへ行

きましょう。そしてスタッフ・リーダーと対話

しましょう。』としました。

普段から、ＹＭＣＡとの関係を深め、話し合い

ができる体制を作っていくことが必要です。

ＹＭＣＡのスタッフやリーダーを例会に招き、

Ｙ’sの活動を理解してもらうこと、Ｙ‘ｓ会員の顔を知って

もらうことも一つの方法でしょう。

ユースの支援については、海外・国内の交流プログラムに

参加してもらうことだけではなく、日常からユースに接する

こと、機会あるごとに声かけをすることが重要です。人生の、

そして社会人の先輩であるワイズメンと接することは、ユー

スにとって意義のあることだと思います。現在のＹＭＣＡを

支え、将来のＹＭＣＡとワイズメンズクラブを支えるであろ

ユースを育成することに取り組んでいきます。

You Must Come Again！
それぞれの事情でＹＭＣＡから離れていっ

た人たち（主にリーダーＯＢたち）を、再び

ＹＭＣＡに呼び戻すことも目標です。よろし

くお願いします。

（西日本区Yサ･ユース事業通信 第１号）より

ＹＭ ＣＡ サー ビス ・ユ ース 事業

信頼しきって、真心から神に近づこうではありませんか。約束して下さったのは真実な方なのですから、

公に言い表した希望を揺るがぬようにしっかり保ちましょう。 （ヘブライ１０：１９－２５）今月の聖句

子どもの成長には、信頼できる大人がそばに居ることが必要です。これは、子どもにとって信頼できる大人です。大人は

お金や地位で人を判断しがちです。子どもは、自分を愛しているかどうかで、人を判断します。子どもたちは自分を愛し

てくれる人が大好きです。そんな大人を信頼します。
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“ T O ACK NOWL EDG E TH E DU T Y T HAT ACCOM P AN IES EVER Y R IGHT ”

YES

京都ワイズメン
ズクラブのＱＲ
コードです。

清水 淳（とやまクラブ）2022-2023 Yサ・ユース事業主任

2022-2023 Yサ・ユース事業主任

清水 淳（とやまクラブ）

京都クラブ７５周年記念例会
１１月１２日（土）１８：００開会

ＡＮＡクラウンプラザホテル京都

お問い合わせは担当・鍵谷まで、

詳細は右記ＱＲコードから京都
クラブホームページ・トップペー
ジのチラシを御覧ください。
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京都の夏は日本一暑い！などと、ぼやきながらの８月例会は７５周年記念例会の

準備と記念事業の進捗状況をメンバー全員で共有するための例会だった。

合田会長がお休みで、大田副会長がン年ぶりの開会点鐘。鍵谷記念例会実行委員

長が、自ら作った資料で現在の準備状況を説明し、まだまだしなくてはならないこ

とがたくさんあることを報告した。

宮脇記念事業実行委員長は『リトセンを楽し

くしよう！ 子どもたちのために…』プロジェ

クトの進捗状況を報告し、「泥遊び場とシャワー

設備」完成までの残り３回のリトセンワークへの参加を全員に呼びかけた。

“記念例会を新しい会員勧誘の機会に！”との呼びかけや、“次に来る時代をどう

するかも考えよう！”等々の先を見た発言も飛び出して、猛暑の中でクールに有意義

な議論の場が展開された。７５周年の次に来る、新時代の京都ワイズに向かって楽し

い夢を膨らませる新しい一歩を踏み出したと思えた。

猛暑に負けず・・・クールに８月例会 8月9日（火）

『人生に必要な知恵はすべて幼稚園の砂場で学んだ』という長いけれど印象

深いタイトルの本があります。前から知ってはいましたが、保育園児向けかと

思って読んではいませんでした。ところが、宇治のリトリートセンターに砂場

とシャワー設備を作るプロジェクトが京都クラブの７５周年記念事業の一つに

なるというではないですか。実際には「砂場」というより「泥場」なのですが。

泥場にそんな利点があるのかと期待しながらこの本を読み始めました。ロバー

ト・フルガムというアメリカの男性、セールスマンや教師、牧師、画家などの

経験のある著者が６５歳を過ぎて出版しました。ありました、砂場の約束、

「何でもみんなで分け合うこと、ずるをしないこと、人をぶたないこと、使っ

たものは必ずもとのところに戻すこと、ちらかしたら自分で後片付けをするこ

と……、毎日必ず昼寝をすること」。政府曰く「ぶたず、きちんと片付けをし

ていれば」、戦争や環境破壊は起こっていなかったかもしれない。

ただ、幼稚園に関する記述は最初のほんの少しで、あとは人生の処世訓がぎっ

しり。私たちも「砂場」から学ぶものがあるのかもしれない、そんなことを考

えながら暑い夏の日、幼児たちが楽しくそして賢く,遊べる「泥場」ができるこ

とを夢見ながら今日も汗を流した。

ワーク＃２当日は昼から雨の予報。それでも、午前中だけでもと９時に早め

て作業を開始。ところが、宮脇実行委員長の執念が天候まで影響したのか雨は

夜からに予報が変更になり、昼食をはさんで１５時過ぎまで作業は続けられた。

前回とは逆に今回はシャワー室の設置が予定通り進まず難攻し、穴掘り作業は

予定の行程を終えて、シャワー室を全員で担ぐタイミングに備える状況だった。

次回のワーク＃３では、湯沸し器が届いてシャワーが完成、泥場は底部と木

枠の加工処理。９月１７日（土）です、皆さんふるって参加しましょう。

「泥遊び場」と「シャワー室ユニット」設置ワーク＃２ 8月20日（土）

シャワーユニットをユニックで吊って下ろしました

棟梁二人でまずは排水と給水の配管準備

穴掘りチームは今日もミヤワキズムで頑張りました もうすぐ５歳、スコップは大人用です

残る作業は底部の処理と木枠と泥入れ
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2022-23年度 第７５期第２回役員会

８月２日（火）～三条ＹＭＣＡ

出席役員 ：１２名（委任状含む） 欠席役員 ：4名

＜議 案＞

一、西日本区定款 第1条第2項変更の件

西日本区の地理的範囲を九州鹿児島県→沖縄県までとするに変更

(代議員会で賛成投票) 承認

二、村上Ｙｓ入院お見舞金及び退会の件

喉の手術で7/19に入院、退院後も話ができるか不明

→お見舞金5千円及び7月末退会 承認

三、8月例会の開催可否について

コロナの第７波で拡大中ですが、例会は開催場所のホテルから断り

がない限り開催する。 承認

＜報告・連絡事項＞

Ａ．７５周年記念行事の進捗状況について

Ｂ．京都部地域奉仕・ＰＲ委員会合同懇談会について

7月29日に懇談会があり、この時京都部のワイスデーについて具体

的な話を期待したが、「市役所前の広場で何かする。各クラブはブー

スを設けてワイズをアピールしてほしい」以外なかった。

8月29日に第1回実行委員会が行われるのでもう少し内容が具体化

すると思われる。

Ｃ．その他

・京都ブラックワイズメンズクラブ(仮称)設立総会(8月18日)の案内

→8月例会にて出欠確認

・京都部部会出席者 16名を一括申し込み済み

・9/19のインターナショナルチャリティーランの協力について

→競技役員(5名)、競技参加、協賛・物品寄贈の協力依頼がある。

8月例会にて出欠確認

・京都部部会に出席のリーダーの参加費負担について

→京都部に負担について確認中。

・地域奉仕活動への共通認識をはかる例会の開催について

→ＣＳ委員会からメンバー全員で討議したいとの申入れがあり2月

例会で実施の予定。

・役員研修会例会の開催について

→会長の希望でクラブの役職についてルールブックの作成と勉強

会を行いたいとの意向あり。 3月頃の予定

. ＜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 ：8/28の秋の準備ワーク、8/20のリトセンワーク７５と2週続

くが、多くの方の参加を希望。

CS・環境：今月 チャームへ2万円、いのちの電話へ3万円を寄付する。

ＥＭＣ ：8月例会時アンケート用紙を配るので、協力をお願い。

例会後５０代以下のﾒﾝﾊﾞｰを集る。

広 報 ：6月例会井上前会長、7月例会合田会長の動画をUP予定。7月

例会写真UP、地域奉仕・PR委員会合同懇談会写真UP

ファンド：とうもろこしファンド進行中

＊次回の９月役員会は９月６日(火) １９：３０～ 於YMCA三条本館

役員会報告

世界を変える17のＳＤＧｓ目標

１．オープンキャンパス

京都ＹＭＣＡ国際福祉専門学校介護福祉学科
場所：京都ＹＭＣＡ国際福祉専門学校

日時：９月２４日（土）

午前１０時～１２時

癒しの技術 ハンドケア

申込：参加ご希望の方は、

お電話にてお申し込みくだ

さい。Tel： 075-255-3287

２．オープンキャンパス.

舞鶴ＹＭＣＡ国際福祉専門学校
場所：舞鶴ＹＭＣＡ国際福祉専門学校

日時：９月２４日（土）午前１０時～１２時

[国際] 目指す資格や勉強内容を知ろう

[介護] ボディメカニクスを活用し、小さな力で介助！

申込：参加ご希望の方は、お電話にてお申し込みください。

Tel： 0773-64-3686

３．ＹＭＣＡ三条保育園入園希望者説明会
日時： ９月１７日（土）午前１０時～１１時３０分

１０月２２日（土）午前１０時～１１時３０分

１０月２９日（土）午前１０時～１１時３０分

場所：京都ＹＭＣＡ三条本館

申込：参加ご希望の方は、 お電話もしくはメールにてお申し込みください。

Tel： 075-254-8131 E-mail： hoikuen@kyotoymca.org

ＮＥＷＳ

３日（土）京都部部会 １６：００～ウエスティン都H京都

６日（火）役員会 １９：0０～ＹＭＣＡ三条本館

１３日（火）例会（部長公式訪問） １９：００～Ｈ日航ﾌﾟﾘﾝｾｽ京都

１７日（土）リトセンワーク １０：００～リトリートセンター

１９日（祝）京都ＹＭＣＡチャリティラン ９：００～嵐山東公園

１日（土）リトセンワーク １０：００～リトリートセンター

４日（火）役員会 １９：0０～ＹＭＣＡ三条本館

１１日（火）例会 １９：００～Ｈ日航ﾌﾟﾘﾝｾｽ京都

７月３日から８日まで、デンマークのオーフスで開か

れた第２０回世界ＹＭＣＡ大会は、出席者が過去最高

になりました。オンライン参加が１，０００名に増え

て、現地参加者１，０００名と合わせて合計２，００

０名と過去最大の大会になりました。大会では｛VISI

ION２０３０｝が採択され、日本からは現地参加１２

名、オンライン参加４４名だったそうです。

また大会のなかでは、ワイズメンズクラブ国際協会１

００周年の記念式典もが持たれ、次期アジア太平洋地

域会長の利根川恵子ワイズ（川越クラブ）が出席され

ていました。

過去最大の世界ＹＭＣＡ大会開催
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「楽しいリトセンを作ろう！ 子供たちのために・・・」

京都クラブが独自のYサ事業を企画するにあたっては、京

都ＹＭＣＡの支援対象の事業を選んで、担当の職員の方と

話をし要望や私たちの希望をすりあわせて決定します。

今回は､子育て事業の三条ＹＭＣＡ保育園の支援で、園長

先生が熱望されている「泥遊び場」と「シャワー設備」を

リトセンに作ることになりました。

下準備に奔走し、リトセン委員会の許可もいただいてよ

うやく本日が第１回目ワーク。参加者は１２名、１０時過

ぎからシャワーユニットの設置場所と泥遊び場の二か所に

分かれて作業開始。シャワーユニットの基礎工事は問題な

く、次回のワークで届く予定のユニット設置と配管作業に

進めるようです。問題は泥遊び場の穴掘りです。４ｍ×２

ｍを３０ｃｍ掘り下げるのがなかなか大変で、この暑さも

あって全員フラフラになりました。

お昼は全員で、持参した弁当やおにぎり、カップ麺など

の食事をおいしくいただきました。ワークの楽しみはやっ

ぱりこの昼食タイムの雑談の楽しさだと思います。例会な

どとは違った打ち解けた会話でメンバー間の距離がみるみ

る縮んでなごみます。

午後の作業はさらに猛暑がきつくなり、熱中症を警戒し

て１４時頃に切り上げて１４時半頃解散しました。

ラインで現場の速報が流され、、今回仕事で来れなかっ

た人から「次回は子連れで参加します」とさっそくライン

が来たりして、早くもメンバー間の連帯意識が強まりつつ

あるのを感じました。

この事業は京都クラブ７５周年の記念事業にもあげられ

ており、１１月までに４回のワークで完成させる予定です。

泥遊び場で遊ぶのを楽しみにしている保育園児や、シャワー

設備が使えるのを待ち望んでいるリーダーたちのためにも、

自己満足でない本当に望まれるＹサ・ユース事業、楽しい

ワーク。お弁当を食べにくるだけでもＯＫ、ぜひ皆さんで

参加しましょう。次回は８月２０日（土）１０時集合です。

7月30日（土）

「泥遊び場」と「シャワー室ユニット」２機を設置するプロジェクト


