
２０２２～２０２３年度 主題
国 際 会 長(ＩＰ) ウルリック・ラウリドセン（デンマーク）

主題：“Let Your Light Shine” 「輝かそう、あなたの光を」

Ｓｌｏｇａｎ：“ Good Coｍmunication Ｉｓ ｔｈｅ Ｃｏｒｎｅｒｓｔｏｎｅ ｉｎ Ｅｖｅｒｙ Ｃｏｏｐｅｒａｔｉｏｎ”
「良いコミュニケーションは,全ての協力関係の基礎である」

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）
１月例会出席者 １７名 ゲスト３名 ビジター０名
事前メーキャップ ２名 １月出席率→８６.４％

１２月出席率全ﾒｰｷｬｯﾌﾟ算入後結果→％

ニコニコ

２月分 ７,０００円

累計 ５２,０００円

クラブファンド

２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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早いもので、お屠蘇で祝ったついこの間のお正月から、もう一か月が過ぎてしまいま

した。

いや、私たち京都ワイズのメンバーにとっては、あの近年にない大きな歴史的イベン

ト「７５周年記念例会」から二カ月が過ぎ去ってしまっています。あの日、私たちが心

に誓った＜新しい京都ワイズ作り＞、そして今期合田会長の主題である『未来に向けて

生まれ変わりを』に向けて、私たちの心や身体が動き出しているでしょうか？

元日に、今年こそは日記をつけるぞと「ヤル気」になっていた人たちもソロソロ、時

間が無かったとか、日記に書くような事柄が何もなかったとかで日付が飛び飛びになり

始めている皆さん、もう一度、「ヤル気」を起こして下さい！新年を自分にとって今ま

でに無かったような楽しい京都ワイズになるようにしてみませんか。

ヤル気を心に秘めているだけでは、前に進みません。「ヤル気」を仲間に話しかけて

下さい。そして、こんな事をやってみたいと思ったことを、他のメンバーにも話してみ

て下さい。他のメンバーに話したり説明したりするには、相手に理解されるようにしっ

かり考えを整理しておく必要があります。話しているうちに、仲間のメンバーの意見や

感想が聞けてだんだん本気になり、自分の考えも深まり、単なる“やりたいなあ”から、

“やったるでえ”の「ソノ気」になるでしょう。

さあ、ここまでくるともう後ろへ引けません。自分の言い出した「事業／ワーク」の

計画等を「ホン気」になって考えなければなりません。さあ、メンバーの中から今すぐ

に「ホン気」が出てくると大変ですよ！検討する役員会・例会の段取り、具体的な実行

時期について、クラブ挙げて蜂の巣を突っついたような「ホン気」騒ぎになりますよね。

今年の初夢は、こんな嬉しい京都ワイズの三つの「＊＊気」でした。

ヤル気！ ソノ気！ ホン気！

イエスは言われた。「求めなさい。そうすれば、与えられる。探しなさい。そうすれば、見つかる。門

をたたきなさい。そうすれば、開かれる。」（マタイ７：７－１１）
今月の聖句

求めると言っても、誰かを押しのけて独り占めするのではありません。求めるとは、厳しい現実を前に、諦めてしまわず

に、希望をもって歩んでいくことです。求める人は、同じように苦しむ人々に共感し、彼らを支えます。私たちは、求めれ

ば求めるほど、謙虚になり、我慢強くなり、誰かへの愛が増すものなのです。
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“ T O ACKNOWL EDG E TH E DUT Y THAT ACCOM P AN IES EVER Y R IGHT ”

京都クラブ
ホームページ
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１月例会が１０日に定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、杉本ワイズの司会で合田会長による開会点鐘。講師にOriginの原

ご夫妻と、お手伝いに太田ワイズのご子息がゲスト参加してくださいました。

Originは原さんが起業された和菓子販売の会社で、車での移動販売や通信販

売、和菓子作り体験会などを主に取り扱っておられるそうです。

コロナウイルスや記念例会などの影響もあり、京都クラブでは久しぶりの

講師例会になりました。合田会長の挨拶では新年の挨拶と、３月例会を役員

研修会例会として、今後新しく担当する役員の仕事内容と責任感をうまく引

き継いで行きたいとの内容でした。次期三役人事の発表もあり、満場一致で

承認されました。

初めての和菓子手作り体験では、作り方を丁寧に教えていただき、メンバー

皆で楽しく作ることができました。体験した「練りきり」作りは、きれいな

色に着色された白あん三種を手で伸ばし中に入れるあんこを包みこんだ後、

へらを使い模様をつけました。各々の「練りきり」が完成した後は奥様にお

抹茶を点てていただき、自分で作った「練りきり」とお抹茶を美味しくいた

だきました。見本のようにきれいには作れませんでしたが、可愛らしい形を

した色鮮やかなｍｙ「練りきり」は、とても愛着が湧き食べるのが勿体なく

感じました。今年初めての例会が無事終わり、あらためて講師例会の楽しさ

を実感しました。

１月例会は、講師を迎えて和菓子の手作り体験 1月10日（火）

収穫感謝（リトセン）野外礼拝のご報告
この度は11/17収穫感謝野外礼拝にご支援をいただき、ありがとうござい

ました。普段とは違った環境の中で、秋深まるリトリートセンターにて、

静かに礼拝をする機会を与えられましたこと、心より感謝いたします。

今回は、３・４・５歳児と保育士、総主事、園長、主任でリトリートセ

ンターでのひと時を過ごしました。散策後、焚火を囲みながら礼拝をし皆

でカレーライスを食べました。保育士によると、普段あまりおかわりをし

ない子どもも「もっと食べたい」「もうないの」と言って、炊いたご飯が

全てなくなるくらい大人気だったそうです。

引き続きＹＭＣＡ三条保育園は地域の子育て支援の活動に取り組んでま

いりたいと思います。今後ともご支援賜りますようお願い申し上げます。

ＹＭＣＡ三条保育園 園長 山下維久子

地域の子育て支援～保育園児リトセンにて感謝会～
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２０２３年 中 西 部 合 同 新 年 例 会 1月14日(土)

１月１４日(土)中西部合同新年例会に会長と出席してきました。大阪クラブの牟

大盛直前部長をはじめ中西部のワイズには、７５周年記念例会に参加していただ

いた事もあり、大阪クラブからはご丁寧にお祝い金も頂戴しました。

会場は土佐堀ＹＭＣＡ２階「文化ホール」で、１４時から、１４クラブ約８０名

で開催されました。コロナの事もあり、食事は無く、お茶菓子とペットボトルのお

茶で、テーブル一台に一人の着席で行われました。福島眞一中西部部長の挨拶、点

鐘後には、日本ウクライナ文化交流協会によるコンサートがあり、歌手のOno Aki

さんをはじめ、ギターやヴァイオリン演奏、最後にウクライナのモデル・女優(JR

東日本・ニトリ等出演)のNASUさんによるウクライナ国歌やウクライナ民謡など哀

愁のこもった演奏や歌声に聞き入りました。

本日のメインは、日本ウクライナ文化

交流協会会長の小野元裕氏による特別講

演『ウクライナは今～ロシアはなぜウク

ライナを侵攻したのか～』を拝聴しまし

た。ウクライナとロシアの歴史から紐解

き、同じ民族が三か所の地域に分かれ、

ロシア民族が他の二民族(ベラルーシ・

特にウクライナ)を虐待し、壮絶な仕打

ちが行われている状況を耳にして悪寒を

覚えました。ＹＭＣＡ同盟はその現状を

とらえ、100名余りのウクライナ避難民を日本に受け入れるよう尽力しましたが、

女性と子供たちばかりで日本での暮らしに不安感を抱いておられます。それらの方々

に十分な支援をするのが責務であると感じました。また、既に第三次世界大戦は始

まっていて、核の恐怖にさらされている現状をお聞きしました。

例会の進行はキッチリ順序だてたもので、以前は我々もこのような例会をしてい

たなぁと感じました。全体に中西部も高齢化が進み、冒頭のメモリアルアワーでも

４名の方々が紹介されていました。最後に大阪クラブの藤岡宏樹会長に挨拶をして、

土佐堀ＹＭＣＡを後にし、大阪なんばの美味しい物を食べ、雰囲気を楽しみながら

京都に帰りました。

ボケ たら あか ん、 長 生き しま ひょ

年を取ったら出しゃばらず

憎まれ口に 泣きごとに 人のかげ口 愚痴いわず

他人のことは褒めまひょ

聞かれりゃ教えてあげて

でも知ってることでも知らんふり

いつでもアホでいるこっちゃ

勝ったらあかん 負けなはれ

いずれお世話になる身なら 若いもんには花持たせ

一歩さがってゆずるのが 円満にいくコツですわ

いつも感謝を忘れずに どんな時でもへえおおきに

お金の欲を捨てなはれ

なんぼゼニカネあってでも 死んだら持っていけまへん

あの人はええお人やった

そないに人から言われるよう

生きてるうちにバラまいて 山ほど徳を積みまひょ

というのは それは表向き ほんまはゼニを離さずに

死ぬまでしっかり持ってなはれ

人にケチやといわれても お金があるから大事にし

みんなベンチャラいうてくれる

内証やけれどほんまだっせ

昔のことはみな忘れ 自慢ばなしはしなはんな

わしらの時代はもう過ぎた

なんぼ頑張り力んでも 体がいうことききまへん

あんたはえらい わしゃあかん

そんな気持ちでおりなはれ

我が子に孫に世間様

どなたからでも慕われる

ええ年寄りになりなはれ

ボケたらあかん そのために

頭の洗濯 生きがいに

生涯ワイズを糧にして

せいぜい長生きいたしまひょ

詠み人知らず



４

The Y's Men's Club of KYOTO Bulletin

１．子どものためのＹＭＣＡバザー
世界の子どもたちのために 地域の子どもたちのために

日時： ２/２３（木・祝）１１：００～１４：００

会場： 京都ＹＭＣＡ三条本館

内容： 食べ物屋台、物品バザー

ピンクシャツデー

「ストップ！いじめ」ポスター展

バザー物品ご提供お願いします

２．リトリートセンター・イベント 詳細はこちら↑

２/１９（日）１５：００～２０：００

「お餅つきと大きな火祭り！」

３/１９（日）１０：００～１５：００

「ヴルストを焼こう！」

詳細はこちら→

ＮＥＷＳ

2022-23年度 第７５期第７回役員会

１２月２７日火）１９：００～三条ＹＭＣＡ

出席役員 ：９名（委任状含む） 欠席役員 ：８名

＜議 案＞

一、大田YS中西部合同新年会 補助(会費5000円×１/2)

二、次期会長宮脇YSより次期三役の発表

副会長 田中YS、西村YS、 書記 大田YS、合田YS、 会計 杉本YS、

新井YS、 幹事 三井YS

以上承認

＜報告・連絡事項＞

1．西日本区の健全財政について

京都部の石倉部長より各クラブへ西日本区の財政状況について書面が

届き、会員の減少(2008年約1700名→2022年1227名)による収入減に対

し消費税のUP(5%→8%→10%)、為替の円安等による支出増となっている。

交通支給の減額、役員会参加費徴収などの経費削減を行ってはいるが、

2019/6の財政シミュレーションで5年後にマイナスとなり資金ショートする

とのこと。

予算は会員増でマイナス予算とならないように組まれているが、会員の

大幅増員がなければ、区費の値上げを検討する必要があり、各クラブで

検討し前向きな意見を望むとのこと。

２..「３月役員研修例会」について

①資料作成PTの活動(資料作成)

初めて三役や委員長になったメンバーへの指標がなく、ガイドブック

的なものが必要→役員の役割を書面にする。担当は、

Yサ-佐々木YS、CS・地域奉仕-田中YS、EMC-合田YS、

ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ大田YS、鍵谷YS、ﾌｧﾝﾄﾞ-大田YS、交流-杉本YS、

広報-倉田YS、ﾌﾞﾘﾃﾝ-三井YS、三役-西村YS

記入フォーマットは合田YSが作成する。

②PTの打合せ1月23日(月)

作成した資料を基に作成者が集まり打ち合わせを行う。

３．75周年記念事業について

75周年記念事業は３ヵ年プロジェクトであり、今期の記念行事全体の

残金を次年度に繰り越す。2月役員会で３ヵ年プロジェクトの予算案を

提出する。

＜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： 1/27YMCAチャリティーゴルフに6名参加する。

3/4リトセンチャリティーゴルフにも参加したい。

2/24のYMCAﾊﾞｻﾞｰに屋台を出店する。(販売はラーメン)

ﾐﾆバスケット大会の協力は実施しない。

CS・環境： 京都部チャリティーボウリングの参加者に２０００円の補助。

1/22いのちの電話チャリティーコンサートにもう少し協力を

お願いしたい。

ＥＭＣ ： 75周年記念例会ゲストを次の例会につなげるように努力する。

ドライバー： 1月新年例会は和菓子のお饅頭作り、2月はＣＳ例会、

3月は役員研修会例会、4月はトップスクラブと合同例会、

5月は野外例会を予定。

広 報 ： TOPページをクリスマスバージョンに変更。

12月例会の写真UP。12月例会の動画編集後UP。

1月号ブリテンが出来次第UPする。

＊次回の役員会は２月７日(火) １９：３０～三条ＹＭＣＡ

役員会報告

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

４日・５日（土・日）ミニバスケット大会

５日（日）リトセン・チャリティ・ゴルフ

７日（火）役員会 １９：３０～三条ＹＭＣＡ

１２日（日）車いす駅伝介助奉仕

１４日（火）役員研修会例会 １９：００～Ｈ日航プリンセス京都

１６日（木）ＹＭＣＡ日本語科卒業式 １０：００～三条ＹＭＣＡ

京都ＹＭＣＡ 創立１３４周年会員集会
日時：２/１０（金）１９：００～２１：００

会場：京都ＹＭＣＡ三条本館 マナホール

１部 創立記念感謝の時間

２部 記念講演

テーマ「西欧文化の中のキリスト教」

講師 日本画家 坂井 昇 さん

（洛陽総合高等学校教諭、洛中ワイズ）

教養としてのキリスト教
今年で１３４年を迎える京都ＹＭＣＡは、その活動のベースに

キリスト教があることは、皆さんご存じだと思います。今回の創

立記念集会では、ＹＭＣＡのベースとなっているキリスト教に触

れて親しみを持っていただこうと、難しい宗教としてのキリスト

教ではなく、キリスト教がヨーロッパ文化の中でどのように理解

され、芸術や生活の中に表されているかを「西欧文化の中のキリ

スト教」と題して講演会を行います。

講師として若い頃、長年ヨーロッパ各地を訪れて絵画を学んで

こられた会員で日本画家の坂井 昇さんに、わかりやすくお話い

ただきます。多くの会員の皆さんのご参加をお待ちしています。


