
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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１月の在籍者数２２名（内功労会員１名）
１２月例会出席者 ２１名 ゲスト２名 ビジター３名
事前メーキャップ ０名 １２月出席率→９５.５％

１１月出席率全ﾒｰｷｬｯﾌﾟ算入後結果→１００％

ニコニコ

１２月分 １１,０００円

累計 ４５,０００円

クラブファンド

１２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
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日本のＹＭＣＡは、第二次世界大戦における歴史的責任を

認識し、『日本ＹＭＣＡ基本原則』において世界の人びとと

共に平和の実現に努めることを誓っています。

今回の、ロシアによるウクライナ侵攻について、軍事侵攻

に反対し、国際的な意見の相違があっても戦争が解決策にな

ることはなく、対話と協力による外交的な解決策が見つかり、

武力紛争が一刻も早く終結することを強く願います。

戦争は、日常生活を営む街を一瞬にして破壊し、両国の軍

人が、命を奪い合い、ウクライナでは子どもを含めた多くの

市民が人権と命の尊厳が奪われます。戦争が続けば、さらに

多くの血が流れ、無辜の命が奪われます。その家族や友人、

知人、そして私たちの悲しみの涙は、何万倍となります。今、

このひと時も恐怖と不安の中にあるウクライナの人びとを想

います。

ウクライナＹＭＣＡは古くは第一次世界大戦下から戦争下

で苦しむ若者のために活動を始め、その後も共産党組織支配

下においては水面下で、独立後は長く民族紛争、貧困に苦し

む若者・子どものための活動をウクライナ全土２５カ所で展

開しています。ウクライナＹＭＣＡ、ロシアＹＭＣＡともに、

複雑な歴史を辿りながらヨーロッパＹＭＣＡ同盟に加盟し、

連なっています。平和と公正を求め、人権と民主主義にもと

づいた対話による平和構築、若者の就業・メンタルヘルスに

ついて若者自身が中心となって課題解決に望むYouth Led Sol

utionに注力しています。

今回の侵攻直後から、ウクライナＹＭＣＡでは爆撃地から

逃れる人々のための宿泊・食料・衣料品・衛生用品の提供を

開始し、今後は子どもや若者の心理社会的支援を行っていき

ます。ウクライナ近隣諸国のＹＭＣＡでは連携を取り、２４

時間体制で避難民の受け入れ、生活支援が行われています。

ロシア国内でも戦争反対のデモが行われていますが、現在の

政治体制下では大きな力を持つことは難しい状況ですが、世

界のＹＭＣＡでは平和を希求するすべての人びとと連帯して

いきます。日本のＹＭＣＡでは速やかに募金活動を呼びかけ、

これらの活動を支援してまいります。

世界、アジアにおいて人権や民主主義が脅かされることが

ないよう、無力でも平和を求め祈り、日頃からの平和への希

求の意思として武力による平和は無いこと、戦争反対の声を

掲げ、平和を求める人との連帯の意思や行動を示していけれ

ばと願います。また、ウクライナやロシアと関係の深い日本

国内の人びと、ＹＭＣＡでも留学生をはじめ、会員及びご家

族が大きな影響を受ける可能性があります。関係の方々への

サポート等、必要な対応を行い、偏見や差別を生まないよう

努めます。

2022年３月２日

軍 事侵 攻に 反対 し、 平和 を求 める 人々 と 連帯 しま す

イエスは言われた。「よく言っておく。心を入れ替えて子どものようにならなければ、決して天の国に入ることはで

きない。」 （マタイ１８：１－４）
今月の聖句

子どもが純粋無垢だとは言いません。手のかかる子もいます。けれども、人を傷つけません。悪いことをしてしまう子もいます。けれども、

ちゃんとお話しすれば、「ごめんなさい」と言います。ケンカもします。けれどもすぐ仲直りして、楽しく一緒に遊びます。やはり大人は子

どもを見倣わなくてはなりません。
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“ T O ACK NOWLEDGE T HE DU T Y THAT ACCOM P AN IES EVER Y R IGHT ”

京都クラブ
ホームページ

田口 努日本YMCA同盟総主事
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第２２回 リトセン・オータムフェスタ 11月20日（日）

去る１１月２０日に開催しましたオータムフェスタにお

いて、ご多忙の中準備や当日のご奉仕をいただき、またチ

ケットお買い上げや運営協力金にもご協力を賜り、重ねて

心より感謝申し上げます。本年は１１のクラブと会員有志

チームとを合せ、１２のご出店をいただきました。フェス

タ当日は１９０名のご来場者を得て、盛会のうちに終了す

ることができました。ここに感謝をもって報告させていた

だきます。

各クラブの皆様にはご来場者数を事前にお知らせいただ

き、当日は基本的感染症対策にご協力をいただいての開催

でした。自然と出会い、人と交わり、人生を学ぶリトセン

は、会員の皆様のご支援あってこその施設です。

研修会、例会、親睦会などでのリトリートセンターご利用

を、今後いっそうお支えいただきますよう、重ねてお願い

申し上げ、お礼の言葉とさせていただきます。

京都YMCA総主事 加藤俊明 リトセン運営委員長 宇高史昭

特製ラーメン完売御礼

第１６回 京都ＹＭＣＡ

「第１６回京都ＹＭＣＡインター

ナショナル・チャリティーラン2022」

の開催にあたり、ワイズメンズクラ

ブの皆様には、協賛でのご支援をは

じめ、運営・競技スタッフに、また

参加者としても大会実施の前から多

大なるご支援をいただき、誠にあり

がとうございました。天候にも恵ま

れ、１０２名のランナーとボランティ

ア９０名の参加があり、無事終了いたしました。 最終的な集計はまだ確定

しておりませんが、協賛金、参加費収入等合わせて、1,398,000円が集めら

れました。これもひとえに皆さまのご協力のお蔭と感謝いたしております。

京都YMCA総主事 加藤俊明 チャリティーラン運営委員長 青倉国士

三条本館クリス マス飾り付け

11月26日･27日（土･日）

インターナショナルチャリティーラン 2022

リト セン特別例会
12月3日･4日（土･日）

12月11日（日）
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１２月例会が１３日 例会場のホテル日航プリンセス京都で行われました、

午後７時 廣島ワイズの司会にて、合田会長による開会点鐘、ゲストとして、

チャーム事務局長の青木様、いのちの電話事務局長の中瀬様が来られました、

ＣＨＡＲＭ（チャーム）といのちの電話は現在京都クラブの地域奉仕活動の主

なサポート先で有り、１０年以上に渡りお付き合いさせて頂いています。青木

様、中瀬様からは京都クラブ７５周年のお祝いのお言葉と。日頃のサポートに

対するお礼のお言葉を頂戴いたしました。又 京都グローバルクラブからは来

る２月１２日に行われます設立３０周年記念例会のアピールに久保田会長はじ

め３名のメンバーが来られました。合田会長の挨拶では、７５周年の記念例会

も無事に終わり上半期における大きな行事が終了しましたが、なお一層、気を

引き締めてクラブ運営及びメンバー増強にまい進したいとの内容でした、

山本ワイズによる食前スピーチの後は、食事タイム。京都クラブにおいては

特段クリスマス例会としての対応は行っていませんが、例年通りとなった京大

交響楽団ＯＢと現役による弦楽四重奏の演奏を聴きながらの食事をさせて頂き

ました。クリスマスソングや讃美歌を始め名曲を披露して頂き、クリスマスの

雰囲気も楽しむ事が出来ました。活発なニコニコ等全てのプログラムを全うし

午後９時定刻に閉会点鐘、今年最後の例会が終わりました。

１２月例会は今年も格調高く京大弦楽４重奏 12月13日（火）

社会福祉法人 京都いのちの電話について
「いのちの電話」は自殺予防を目的とし、苦悩の多い時代に

生きるものが、お互いに等しくよい隣人になりたいという願い

から、国境を越えて生まれた運動です。現在、日本全国51か所

のセンターで約7,000人のボランティアが相談活動しています。

京都いのちの電話は、1982年4月1日に開局しました。1985年

4月からは、眠らぬダイヤルとして、年中無休24時間体制で相

談電話を受け続けております。

誰でも心の危機に遭遇することがあります。孤独や孤立の中

で危機が重なると死にたくなることもあります。京都いのちの

電話相談員は「ひとことの言葉が生きる力につながることもあ

る」と信じて、相談者の声に隣人として耳を傾けています。電

話相談にあたるのは、定められた研修課程を修了し、いのちの

電話の認定を受けた人たちです。相談員になるためには、1年

間の養成研修ののち、1年間のインターン実習を修了し、認定

を受けることが必要です。

京都いのちの 電話について

４日５日（土日）東西日本区交流会 Ｈクラウンプラザ神戸

７日（火）役員会 １９：３０～三条ＹＭＣＡ

１０日（金）ＹＭＣＡ創立記念会員集会 三条ＹＭＣＡ

１４日（火）ＴＯＦ（ＣＳ）例会 １９：００～Ｈ日航プリンセス京都

２３日（祝）ＹＭＣＡチャリティーバザー １１：００～三条ＹＭＣＡ（出店あり）

２６日（日）京都部ﾁｬﾘﾃｨｰボウリング１５：００～ＭＫボウル上賀茂

１０日（火）新年例会 １９：００～Ｈ日航プリンセス京都

２２日（日）いのちの電話チャリ･コン１４：００～京都府民ホールアルティ

２７日（金）YMCAチャリティーゴルフ センチュリーシガＧＣ

NPO法人 CHARMについて
CHARM(Center for Health and Rights of Migrants)は日本

に住んでいるすべての人が健康に過ごせる社会をめざしてHIV

陽性の人、日本語以外の言葉を話す人をサポートし、協働する

市民団体です。

CHARMはHIV診療に関わる医師、カウンセラー、ソーシャルワー

カーなどが中心となって2002年に設立されました。HIVの治療

を専門的に行っている関西のエイズ拠点病院の他大阪市内の医

療機関や外国人を支援するNGOと協働しています。国籍やこと

ばの違いによらず、地域に住むHIV陽性者の人をサポートし、

協働して、その人がその人らしく暮らしていくことができるこ

とを目指しています。

言葉が壁となって制度や医療にアクセスできない状況を変え

ていくために、医療機関や保健所が多言語の対応をしていける

ように協力をしています。大阪市、京都市などの地方自治体、

大阪府、厚生労働省などの事業を受託しています。

チャー ムについて



４

The Y's Men's Club of KYOTO Bulletin

第７回Ｔｈｅ Ｙ ｃｕｐ京都ミニバスケットボール大会
大会運営費協力のお願い

日程：2023年3月4日（土）、5日（日）

会場：横大路運動公園体育館

この大会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プログラム参加するための

支援金「子ども支援基金」に積み立てられます。協力お願いいたします。

下記のQRコードからWebにアクセスのうえ、お申込みください。

お申込み締切：2月17日（金）

お支払い締切：2月28日（火）

＜お振込先＞＊ゆうちょ銀行 一〇九店 ＜口座番号＞0019132 当座

京都YMCA奉仕活動基金

キヨウトワイエムシーエーホウシカツドウキキン

＊郵便振替 ＜口座番号＞ 01050 - 7 - 19132

＜加入者名＞ 京都YMCA 奉仕活動基金

※通信欄に「Yカップ協賛」とご記入ください。

お申込み・お問合せ： 京都YMCA大会事務局

（Ｅ-mail）y_cup@kyotoymca.org

ＮＥＷＳ

2022-23年度 第７５期第６回役員会

１２月６日（火）１９：３０～三条ＹＭＣＡ

出席役員 ：１０名（委任状含む） 欠席役員 ：７名

＜議 案＞

一、今期の西日本区の献金について

今期も1人当たり５０００円集める。Yｻ＠２０００円、RBM＠１０００円、

残額は災害支援金とする。

二、柴田YS入院お見舞い金５０００円(11/18入院・12/5退院・再検査)。

以上承認

＜報告・連絡事項＞

1．75周年記念行事について

ａ.75周年記念例会の報告

289名の参加があった事に感謝、またクラブ員みんなの協力により

滞りなく出来た事にも感謝です。

会計決算報告は杉本ワイズが欠席のため、13日の例会での報告

となります。

ｂ.75周年事業の報告

宮脇ワイズが欠席のため、13日の例会で報告となります。

２.オータムフェスタ出店報告

本日の役員会出席者には参加者がいなく、詳細についてはわかり

ませんが、合田会長直伝のラーメン100食は好評で即完売したと

聞 いています。委員長に13日の例会で報告をお願いする予定。

３．インターナショナルチャリティラン

12月11日(日)嵐山東公園8時集合、参加者は合田会長・佐々木YS・

宮脇YS・藤尾主事、 大会役員として協力いただく方は井上YS、

大田YS、高田YS、田中YS、西村YSです。

４．１２月（リトセン）特別例会報告について

11名の参加で、山本YSにお願いした「ふぐ鍋」を囲み例会を楽しん

だ。 参加者は新井ＹS・石川YS・井上YS・大田YS・鍵谷YS・合田

会長・佐々木YS・竹花YS・西村YS・宮脇YS・山本Ys。

５．クラブ忘年会について

12月27日(火)役員会後20時より、場所Ｄｉｎ(YMCA向いの中華料理)

会費５０００円。出欠は13日の例会でとる。元メンバーにも連絡する。

(石若氏・田中俊氏・津村氏)

６．役員研修会について

３月例会は役員研修会を行う。研修会資料作成のＰＴを１２月中に

立ちあげる。ＰＴメンバーは三役+委員長+三井YS。

７．東西日本区交流会2月4～5日・中西部合同新年会1月14日

出欠の返事を行う必要があり、13日の例会で出欠の確認を行う。

＜各事業委員会報告＞次回の委員会日程は別紙日程表を参照

Ｙサ・ユース： 1/27(金)リトセンチャリティゴルフ参加者募集

13日の例会で出欠を確認する。

CS・環境： 1/22いのちの電話チャリティコンサートに協力と広告協賛

2/26京都部チャリティボウリング

、2月例会はCS勉強会、3月車いす駅伝の予定

ドライバー： 12月例会は京大弦楽四重奏チーム。

ゲストは「 CHARM」の青木事務局長と「京都いの

ちの電話」 の中瀬さん

1月例会は和菓子作り体験 ・2月例会はCS勉強会

3月は役員研修会例会 （いずれもH日航プリンセス京都）

国際・交流： ７５周年記念例会の二次会でＤＢＣとの懇親会をして、翌日

に十勝クラブ・三島クラブ・京都クラブのメンバーで京都観

光・ 昼食交流会をした。

広 報：75周年記念例会動画

12月ブリテン・アーカイブ1991.7～1992.6をアップしました。

ファンド：シュトーレンと十勝の小豆＠1,700/K・＠900/500g 13日の例会

で 終注文を取る。

＊次回の役員会は１２月２７日(火) １９：００～三条ＹＭＣＡ

役員会報告

こんなメールが届いています。

京都ワイズメンズクラブ みつい様 おはようございます。

数日前、無事にアマゾンより”みんなでサンタクロース”のお品、

レゴ ”ディプロ” が届きました。ありがとうございます。（京都Ｙの

Ｈ/ＰにＡmazonみんなでサンタクロースの支援依頼がありました。）

今回いただいたクリスマスプレゼントは、後日プレゼント探しをして

園児たちと一緒に遊びたいと思います。

いつも嬉しいプレゼントをありがとうございます。シュトーレン、

沢山いただき職員たちは喜んでお茶タイムしました。柴田様石川

様西村様にもよろしくお伝えくださいませ。またお会いできる日を

楽しみにしております。

お礼まで。 YMCA三条保育園 園長山下

こんなＹサも楽しいですよ！


