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題 

信念のあるミッション  Mission with Faith   

愛をもって奉仕をしよう  Through Love, Serve 
あなたならできる！ きっとできる   “You can do it! Yes, you can!” 

－生きる しなやかに さわやかに－  －Live flexibly and refreshingly－ 

いつも喜んでいなさい    

メンと共に メネットはワイズの応援団 

聖  

句 

『 始まりは、あのお見合いボードから 』  

会長主題 

２日(水) 通常例会 

ゲストスピーカーに歯科

医師をお迎えして、口内

の健康について学びま

す。 

 

２２日(火) 訪問例会  
ウエルクラブの例会に参

加致します。例会上が平

安ホテル京都となります

ので、間違えないように来

てくださいね。 

３月 例会案内 

例会出席 

２月第一例会   １２名 

２月第二例会   １４名 

在籍者数     １６名 

メーキャップ    ０名 

出席率     ９３.８％ 

ＢＦポイント 

ファンド 

ニコニコ 

切 手         pt 

現 金           円 

累 計        0円 

           0円 

                      

 

累 計       316,298円 

２月第一例会       0円 

２月第二例会   10,000円 

累 計      36,000円 

ホームページ アドレス  http://www.prince-ys.com 

  京都プリンスクラブの皆様、国際・交流の中井信一です。日

頃は、国際・交流事業に格別のご理解・ご支援を賜り、有難うございます。皆様とご一緒

に少し、楽しく活動致しました上半期を振り返って見ましょう。 

『始まりは、あのお見合いボードから』です。森田美都子実行委員長を中心に、名実と

もに熱いアジア地域大会が７月３１日～８月２日に掛けて開催されました。皆様のご記憶

に新しい所ですが、その会場ロビーに“IBC/DBCお見合いボード”を設置して頂きまし

た。この企画は実行委員長を筆頭に、大会関係者、東日本区役員の皆様のご理解・ご

協力の賜物です。 

このお見合いボードの設置が、ワイズ大会参加者の心に火を付けて頂きました。大会

期間中に「京都パレスクラブと札幌クラブ」のDBC締結式。先ず遠藤理事の夢が一つ実

現致しました。平和記念式典開催日の８月６日には「広島クラブとEkatelinburg-1クラブ

＠広島」に立ち会いました。日帰りの弾丸ツアーでしたが、締結式典後には渡辺部長、

広島クラブの有志の方々と広島焼きも美味しく頂きました。９月２０日には「熊本にしクラ

ブと台中エバーライフクラブ＠台北」でIBC締結式が執り行われました。岩本次期理事か

ら、台湾の仲間からの“熱烈歓迎“のご様子を熱く語って頂きました。ここまでは、川本直

前事業主任から大切な”たすき“を渡して頂きました。 

この後、４月１６日に「草津クラブと富士五湖クラブ＠近江今津」のDBC締結式。５月２

０～２２日のハワイ大会開催中に「京都ZEROクラブとKaimukiクラブ」のIBC締結式が決

まっています。それ以外にも、”お見合いボード“が切っ掛けで東・西日本区DBCのお話

をお聞きしています。しっかりと森田美都子次期事業主任に大切な”たすき“をお渡しす

る様に仕掛けて参ります。又、国際・交流事業主任を仰せつかり、九部会全てにお声掛

けを頂きました。沢山の素敵な方々との”交流“を楽しんでいます。京都プリンスクラブの

皆様もクラブ、部、地域、国の垣根を越えた交流を楽しみましょう。ワイズの醍醐味です

ね。最後になりましたが、引き続き“ファンド”のご支援も宜しくお願い申し上げます。６

月、西日本区大会でお会いしましょう！！ 

     西日本区交流事業主任   中井 信一  

あなたがたは、以前には暗闇でしたが、今は主に結ばれて、光となっています。光の子として歩み

なさい｡  ― 光から、あらゆる善意と正義と真実が生じるのです。― 

エフェソの信徒への手紙 第5章8～9節 

ＥＦ・ＪＷＦ 



２０１6/2/3 

椹木 徳子 

 今日は、今期二度目の入会式です。澤田哲平君

の入会です。今期の初めに入会してくれた今西

君が、早速に一人入会させて頂きました。年齢

も３８歳。何と素晴らしい！これで、我クラブ

も平均年齢がグッと下がりますね。蒔田会長も

ソワソワとしています。記念のバナレットに名

前を書いておられます。 

 例会が始まると早々に入会式が行われまし

た。入会の式辞を読み慣れるておられないの

か、少々ツマリつつ、進行して行きました。クラブメンバー全員で

握手で、彼を迎えることが出来ました。もっともっと、入会式が出

来ると嬉しいですね。頑張ってあと一人、あと一人と増えてゆくこ

とを祈願したいですね。 

 入会式の後は、京都部会の登録時間と登録費について意見を交換

しました。 

委員長から、登録費９千円、受付１４時・開始１５時・終了１９時

という提案がされましたが、登録費・開催時間ともに余裕があるほ

うがいいという意見が大半をしめ、登録費１万円、開始時刻１５時

（受付開始１４時）終了時刻２０時で合意しました。 

 構成はⅠ部式典・Ⅱ部アトラクション・Ⅲ部懇親交流会で、アト

ラクションについては先行して依頼を開始することになりました。

また、役割分担についてはベテラン・新人の配置も含めて次回決定

し、具体的な準備を開始します。 

2月第一例会    ＴＯＦ例会                       

フェイスブックアドレス    http://www.facebook.com/princeysmens 

  

 

 今月は、１階に居られる谷 美里さんを紹介させて頂きます。 

 実は、なかなかお会いできなかったのです。と言うのも、以前取材させて

頂いたマリネこと渡邉さんと一緒で、キャンプ等に行っておられ、三条の

YMCAにはめったに居られないんです。 

 リーダー名は何と言うのですか？「ピッピ」です。その謂れは？現役のリー

ダー達に付けて貰ったんです。何が好きですか？あるいは何が嫌いです

か？の問いに、「ピーマンはあんまり好きじゃないんです。」と言ったら、ピッ

ピになってしまいました。子供達には内緒ですよ。 

 出身校はどちらですか？「琵琶湖成蹊スポーツ大学」です。この学校のス

ポーツ学部、生涯スポーツ学科、野外スポーツコース卒業です。卒業後地

元の愛知県の中学校で保健体育の講師として就職したのですが、一年間で辞めました。だって、子供

達に成績を付けなければならないのは嫌なので辞めました。（何と心根の優しい！） 

野外担当のスタッフとして嘱託講師と言う枠でYMCAに入職。昨年の四月からなので、丁度２年が過

ぎようとしています。YMCAはどうですか？楽しいですか？の問いかけに、楽しいですよ。特にリーダー

たちの成長が見えることが嬉しいです。とってもやりがいを感じる仕事です。現在野外の2チームを任さ

れています。との事。 

将来の夢は、との問いかけに、学生の頃は海外に憬れましたが、今はこの仕事に満足しておられる

ようで、しいて言えば、「幸せな家庭を！」と言われました。取材の間中、おとなしくて、なんか控えめな

感じを受けましたが、芯の強そうな心優しそうな女の子を感じさせてくれました。 

ごめんやっしゃ、ＹＭＣＡさん 



２０１6/2/17 

辻中 康宏 2月第二例会   京都部部会準備例会       

 ２月第二例会（2/17）は、グランドプリンスホテル京都で京

都部会準備例会を行いました。とてもやわらかく美味しい肉

がメインディッシュの食事をいただいたあと、2回目となる京

都部会の検討をしました。 

 前回は廣井次期京都部長から「次期京都部部会にむけ

て」への熱い思いが語られ、テーマが「子どもたちの未来の

ために我々ができること～ワイズとYMCAとの強いきずなの

許子供たちの成長を支援しよう～」と決められ準備が進んで

きました。今回は椹木実行委員長と宇高副実行委員長のお二人が中心で検討

が進められました。 

登録費10,000円、準備担当チームが決まりました。主任を担われるワイズをご

紹介します。 

○渉外チーム 

 ・会場、飲食交渉 主 西村ワイズ  

 ・総務（参加登録等）主 蒔田ワイズ 

 次期キャビネット 飯尾ワイズ 

○事務PRチーム 

 ・会計 主 三村ワイズ  

 ・広報、記録 主 宇高ワイズ 

 次期キャビネット 小野ワイズ 

○企画チーム 

 ・式典（第１部）主 森ワイズ  

 ・アトラクション等（第２部） 主 岡西ワイズ 

 ・懇親交流会（第３部） 主 斎藤ワイズ 

 次期部長 廣井ワイズ 

 これでメンバー全員が一丸となってアクセル全開の体制が整いました。 

横浜YMCAチャリティーゴルフ           ２０１6/2/14 

キャピタルクラブ 石倉 尚 

2016年2月14日(日)。一年で最も大切なバレンタイン

デーに岡西さんと二人で横浜へ。横浜で明日ご一緒する

名古屋クラブの川本龍資さん、小尾雅彦さんと合流し横

浜つづきクラブの今城さん、鈴木さん、久保さんにお世

話になり中華街の「心龍」で交流会を催していただきま

した。「心龍」は、久保さんの姪っ子さんのご主人が経

営されているとのこと、美味しい中華料理ととっても美

味しい紹興酒をいただき楽しい宴となりました。 

翌日、小尾さんの車で参加者96名のチャリティー会場となる名門「戸塚

カントリー倶楽部」へ。さすが名門、乗用カートではなく全て歩

き・・・、キャディーさんも老舗っぽく健康的なご婦人でした。強風と寒

さに耐えながらも楽しくプレイ。 

表彰式の特別ゲストは、あの声の持ち主、戸張捷さんです。ゴルフ談義

と表彰のプレゼンターとして楽しいお話を聴かせていただきました。私た

ちに「遠方参加賞」をご用意いただき、飛び賞には、小尾さん１８位、岡

西さん１０位と大健闘。飛び賞に入らなかった川本さんと私は、戸張さん

ご提供の女子プロサイン入りキャップをオークションで自力のＧＥＴで大

満足。みんなで記念写真を撮っていただきとても思い出に残る大会となり

ました。大会をご準備された実行委員会の皆さま、横浜ＹＭＣＡの皆さ

ま、つづきクラブの皆さま、ありがとうございました。来年も出来ること

なら参加したいと思います。ＰＳ．小尾（オビ）さんは、ＯＢなしでし

た。おみごと。 



２０１6/2/7 

グローバルクラブ 上原 康 ネパールチャリティーバザー           

 ネパールＹＭＣＡが運営している児童養護施設の子供た

ちを支援しようと始まったこのイベントも、ネパールチャリ

ティーバザーと名称を変え、４回目の開催となります。今回

初めての企画として、多くの方にネパールを知って頂こうと、

開会セレモニーにて児童養護施設の子供たちの日常生活

をビデオで紹介、また神戸ＹＭＣＡからのネパール人の留

学生を招いて、文化、芸術、教育などの話をして頂きまし

た。今回も京都部６クラブのご協力で、世界の料理の屋台を出店して頂き、駐

車場では恒例の餅つき、ぜんざい、野菜、ミニカステ出店としてネパールの雑

貨店、ネイルアート、マッサージコーナーを設け、ネパール交流コーナーでは

パネル展示やチャイ(お茶)、チュロス(お菓子)の販売が行われました。多くの

方に来場して頂き、今回の収益金が３０万円をこえた事が出来ました。ご協力

頂いたメンバーの皆様に心より感謝申し上げます。 

舞鶴YMCA2016年新春講演会&賀詞交
２０１6/２/21 

洛中クラブ 西村 和真 

 舞鶴の地にワイズメンズクラブを設立する！そのためにど

うすれば良いのか、昨年8月に私が初めて設立準備委員会

に参加した時に、色々な意見が出た中で明確なビジョンが

見えませんでした。それは、設立に向かう人（メンバー候

補）が見えなかったからなのかもしれません。とにかく私が

出来る事は何なのかを考えることにしました。舞鶴には、観

光で１回行ったことがあるくらいで、知り合いがいるわけでも

ありません。まずはYMCAに行ってみようと、９月に開催した

模擬例会に参加しました。その時はゲスト（メンバー候補）３名の参加がありワ

イズメンズクラブの例会の流れをそのままに行いました。かすかな手ごたえは

感じましたが、次にすべきことが見えなかったこともありました。そして、委員会

の中で話し合い、「（仮称）舞鶴ワイズメンズ設立趣意書」と「入会候補者ご紹

介のお願い」を作成し、京都部全クラブに設立に向けての理念と指針を共有

するべきであると原点に立ち返ることとしました。 

 そこで、今回の「新春講演会&賀詞交歓会」を２月２１日に行う事を決め、京

都部全クラブにアピールしました。講演会は、舞鶴出身で全国で幅広く講演

活動されておられる、京都府暴力追放運動推進センターの上原忠晴氏にお

願いし、賀詞交歓会をYMCAに近いホテルマーレたかたにて行いました。 

 ゲスト１９名、ワイズメン５４名 計７３名の参加がありました。第一部では上原

氏のためになる、素晴らしいご講演を楽しく聞きました。その後、ホテルに移

動し賀詞交歓会がスタート。意外だったのは、ゲストの方は京都部のメンバー

による紹介で参加されたのですが、顔見知りが多かったようで交歓会の初め

は舞鶴の皆さんがかたまっておられました。 

 お酒が入り、交歓会も盛り上がってきたところでゲストの方を壇上で紹介し、

お一人ずつ自己紹介していただきました。その中で、数名の方からワイズメン

ズクラブ設立にむけて頑張りたいとお言葉をいただき、私は確かな手ごたえを

感じると共に、大変うれしくなりました。 

 次回は、３月４日舞鶴YMCAの設立にむけて委員会を行います。目標であ

る９月のチャーターに向け、今後も頑張っていきたいと思える１日でした。ご協

力いただきました皆様に感謝申し上げます。 

ありがとうございました。 



＜編集後記＞ 

 

              不思議な団体ワイズメンズクラブ 
 

 岡西博司ワイズからメールをいただき、京都プリンスクラブの方々の顔を思い浮

かべるとともに、大変お世話になって来たことを改めて感謝しています。 

 私にとっては長年、区や部の役職もあって、各地・部・クラブに出かけることが続い

てきました。多くの方々とお会いし、お話しさせていただくことも多い中で、いつも

感じることはワイズ・ＹＭＣＡについて熱く語られ、高揚心を煽られていることです。

ワイズと同じ期間所属していた、他の大きな奉仕団体では感じることはありません

でした。何が違うのかな？ ワイズメンズクラブは良くても悪くても自由なところ

かなとも思います。定款に明記されている目的・モットーがあり、活動目標があります

が、時には「それが何なん」と知らぬ顔を見せることも見受けられます。かと思えば

いざという時、誰云う事も無く、精一杯奉仕に力を注いでいます。クラブ・部・地域を超えた人と人の繋がり・

温もりが大切にされ、思いやりが溢れている団体なのです。そこが義務をはたさなくても済んでいること

がある一因なのかも知れません。 

一方、ワイズ・ＹＭＣＡ関係者外から見た、クラブ周年記念、部会、区大会ではＹＭＣＡへの貢献報告はあって

も、記念事業として地域奉仕色はあまり出ていません。「なんだ内輪のお祭りか」といわれたこともありまし

た。心の中では「ＹＭＣＡを通してしっかり奉仕していますよ」と返事しています。 

私がワイズ・ＹＭＣＡ活動へ根付いた大きな出来事がありました。阪神・淡路大震災救援活では会社がワイ

ズ・ＹＭＣＡ・地域の救援物資集積所となり、毎週のように西神戸を中心に救援物資搬送・炊き出しに行ってい

ました。ある時、被災者からキリスト教会は常に隣人愛を口にしていながら、私たちを助けてくれないのかと

いう声が聞こえてきました。多くの教会とＹＭＣＡは自らも被災者でありながら、救援活動を精いっぱい行っ

ていた最中でした。思ってもいなかった声に驚きました。その時から、胸につけているワイズバッチに恥じな

いような活動を意識するように心がけています。どこで出会おうと握手で始まるワイズは楽しい。 

今年は、日本中のワイズメンから、ワイズの楽しみ方、ワイズの良さ、ワイズを続ける秘訣、ワイズ

の原点とは何ぞや等のお話を聞かせて頂こうと思い、ワイズ談議というコーナーを作りました。 

是非、お読み下さい。 

  三浦 克文 

 (岡山クラブ）  

 

 ２月例会はサンライズでは数少ないユースとのコラボでした。 

東京ＹＭＣＡの山手学舎(学生寮)で鍋を囲んでの例会を開催しまし

た。３テーブルに別れて１０人ほどのグループで、「選挙権が１８歳に引き下げられてどう変わるか」を発題に、

それぞれ好きなことを話しあいました。 後に舎生がそれぞれのテーブルを代表して話し合いの要旨を発表し

ました。食べて雑談だけでなく、真面目に話し合った有意義な例会でした。中締めの後は何時もの通り、 終

電車を気にしながらの延長戦に突入しました。 

 2016年2月3日の節分の日に入会させていただきました。スポンサーは親友でもある今西

ワイズ。”ボランティアに興味はない？”という何気ない誘いでしたが、ゲストとして例会に参

加させていただき、とても温かい歓迎を受け、入会を即決めました。 

 仕事は広告制作会社を営んでおり、ようやく8年が経過しました。日々進化し続けるウェブ

の技術に喰らい付きながら、企業の広報のお手伝いをさせていただいております。 

 家族構成は、残念ながら…ただいま独身ではありますが、小5の息子が一人おります。幼

い頃に比べ生意気になってきましたが、またそれも頼もしく感じています。 

 実のところ私自身、YMCAとは子供の頃から深い縁があり、スイミングスクールや夏のキャ

ンプ、冬はスキーなど様々なイベントに参加させていただいたことは良い思い出となってお

ります。 

 今年で40歳になりますが、プリンスクラブへの入会は何かに導かれたような気がしてなりません。子供の頃にし

てもらったことを、そろそろお返しする番だと。 

まだまだ右も左も分かりませんが、プリンスの一員として頼られるよう積極的に活動し、皆様と楽しい時間が共有

できればと考えています。 

プリンスクラブ・メンバー紹介                   澤田 哲平 （さわだ てっぺい） 



１．第１２回インターナショナル・チャリティーラン参加

申込開始    
３月５日（土）より第１２回インターナショナル・チャリティー

ランの参加申込受付を開始します。協賛のご支援も受付

中です。ご協力よろしくお願いします。参加申込みは、リー

フレットの専用振替払込用紙に必要事項をご記入の上、

京都ＹＭＣＡ三条本館１Ｆ窓口にてお手続きいただくか、大

会ＨＰ（http://kyotoymca.or.jp/c-run）のメールフォームよ

りお申込みください。協賛お申込みは、リーフレット同封の

協賛申込書にご記入の上、京都ＹＭＣＡ三条本館１階窓口

にてお手続きください。 

２．第２７回全国車いす駅伝競走大会       
宝ヶ池国際会館前を出発、西京極競技場までの21.3Kmを

５つの区間に分けて駅伝を行います。ワイズメンズクラブ

のボランティアが、各中継所及び西京極競技場での選手

の介助をボランティアで行います。 

日時 ３月１３日(日) 午前８時～午後４時 

場所 宝ヶ池グランドプリンスホテル１階ロビー 

（解散）西京極競技場または京都駅八条口  
３．The Ｙcup 第３回京都ミニバスケットボール大会  
今年で３回目になるＴｈｅ Ｙ ｃｕｐ京都ミニバスケットボール 

大会を下記の日程で開催します。大会当日ボランティアを 

募集しています。ボランア可能な方は京都ＹＭＣＡ（担当加 

藤）まで 

日 時 ３月19日（土）20日（日） 午前９時 ～ 午後５時まで 

会 場 京都市横大路運動公園体育館 

４．第２回マイ・マイフォーラム 
聴覚障がい児プログラム研究会「マイ・マイ」が、「聴覚障

がい学生の就職」をテーマにフォーラムを開催します。当

事者の立場から、また受け入れる企業の立場からのお話

を通して情報交換をし、理解を深める機会です。ぜひご参

加ください。 

日 時 ３月２０日(日) 午後１時３０分～４時 

場 所 京都ＹＭＣＡ三条本館 マナホール 

参 加 費 無料 

情報保障 手話、要約筆記、ＦＭ補聴システム 

お申込 (TEL)075-231-4388 kyoto@ymcajapan.org 

お申し込みの際、氏名、年齢（学年）、連絡先をお知らせく

ださい。 

５.平和のための開発教育セミナー  
平和をテーマにした「開発教育」の入門編のセミナーの第

３回目です。１回だけの参加も可能です。 

日 時 ３月２５日（金）午後７時 ～９時 

テ ー マ  ちがいのちがい 

場 所  京都ＹＭＣＡ三条本館２０４号室 

対 象  興味と関心のある方 

参 加 費 無料 
お申込 (TEL)075-231-4388 kyoto@ymcajapan.org 

６．チャリティーライブ 
例年、京都ＹＭＣＡではチャリティーコンサートを開催し得ら

れた収益金をインド・ランチＹＭＣＡが取り組んでいるハン

セン病患者とその家族のコミュニティーの支援に用いてき

ました。 

今年は、参加者の皆さんが楽しめるよう歌や音楽が好きな

有志によるチャリティライブイベントを開催します。出演者

も募集中です。ぜひご参加ください。 

日 時 ３月２７日(日) 午後５時～８時 

場 所 オールディーズライブハウス アメリカングラフ

ティーズ 

（京都市中京区木屋町通六角西入ル 六角テラスビル１

階） 

参 加 費 6,000円（フリーフード、フリードリンク付き） 

お問合せ・お申込み 

活動推進専門委員 北川まで 

(TEL)075-344-6210 (FAX)075-744-1970       (E-

Mail) kitagawa@mat-c.jp 

 

 
 
 

 

報告事項 

●次期会長病気療養にて会長辞退の件で

蒔田会長に続投をお願いする。 

●ネパールチャリティーバザーでの売上金

11,800円をチャリティーとして寄贈。 

●鴨川チャリティーランでのホットドック販売

は、仕入品を販売する方向で検討する。 

 

承認された事項 

●３クラブ合同例会での賞品券(2万円)をク

ラブにて買い上げ、新入会員歓迎会費用に

充当する件 

3月  3月 スケジュール 

 ９日  西村 博  ワイズ  

１６日  三村 良行 ワイズ 

2月度 役員会報告 

 あんなに元気だったＴ君が、突

然「癌」と宣告され、急に病人扱

いされました。一日も早い復帰

を、心よりお祈りさせて頂きま

す。 

 又、横浜迄ゴルフに行きまし

た。チャリティゴルフでしたが、

楽しい二日間を過ごさせてもら

いました。 

 ２日(水) 第一例会   

   19:00  グランドプリンスホテル 

１２日(土)１３日(日) 

    西日本区次期会長主査研修会  

      チサンホテル新大阪 

１３日(日) リーダー卒業祝会   

   13:00 京都ＹＭＣＡ                

２２日(火) 第二例会 

   19:00 京都平安ホテル     

３０日(水) 役員会 

   19:30  京都ＹＭＣＡ 

 

 
 編集後記 


