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私たちの未来は、今日から始まる    “Our Future Begins Today”   

ワイズ運動を、尊重しよう             “Respect Y’s Movement” 

ワイズ魂で、更なるワイズの活性化を   

                                 “Energizing Y’s Men’s Club with the Y’s spirit!” 

子供たちの未来のために さ始めよう ワイズの叡智と行動で   

前に向かって！  “For The Future!” 

聖  

句 

プリンスクラブと子供たちの未来  

会長主題 

11日(日) 京都部部会 

第２１回京都部部会プリ

ンスクラブのホストで開

催。１年近くかけての準

備。成功裏に終わらせま

しょう。 

２１日(水) 通常例会  

パレスクラブの大野ワイ

ズをお迎えして、ワイズ

スピリットについてのお話

を伺います。 

9月 例会案内 

例会出席 

８月第一例会   １４名 

８月第二例会   １０名 

在籍者数     １５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 

スイカ     112,240円 

                      

 

累 計       112,240円 

８月第一例会     0円 

８月第二例会    9000円 

累 計       9000円 

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

   
 

神は、あらゆる苦難に際してわたしたちを慰めてくださるので、わたしたちも神からいた

だくこの慰めによって、あらゆる苦難の中にある人々を慰めることができます。 

コリント信徒の手紙二 １章４節 

Menetto 



２０１6/8/20 

飯尾 豊 

 ８月２０日・２１日に青い空と白い雲のキャンプがサバエキャンプ場で行わ

れました。今年のテーマは「挑戦の国 サバエランドに行こう！！」、ディズ

ニーランドをイメージにした楽しい企画をリーダーが考えていました。我がク

ラブからは１日目、斉藤ワイズ、岡西ワイズ、宇高ワイズ、２日目は三村ワイ

ズと澤田ワイズが参加、他のクラブはウイングクラブより約１５名、ウェルクラ

ブから４名が参加しました。 

 参加の子供たちは八条口に９時３０分に集合、そしてサバエランドに向け

て出発、交通停滞もあり１２時過ぎにサバエに到着しました。リーダー達とワ

イズメンが出迎えいよいよキャンプが始まりました。今年はワイズメンが率先

して何かを行うのでなく「サバエランドでいろんなことに挑戦しよう」との合

言葉でリーダーと子供たちで野外料理に挑戦、ワイズメンはそのサ

ポート、餃子スープ、れんこん入り和風ハンバーグ、マッシュポテ

ト、スコーンなどを料理し、出来上がれば屋台に並べ我々ワ

イズメンとメディカルスタッフに振る舞ってくれました。なか

なかおいしく出来ていて最近に無い試みでした。ナイトプロ

グラムはペンライトアート、巨大シャボン玉、楽しい時間はあっ

と言う間に過ぎ、明日天気になるように祈りながら消灯となりまし

た。 

青い空と白い雲のキャンプ  一日目                     

朝6時、サバエは最高の天気。湖面は鏡のように穏やか。朝日が眩しくて

目を開けていられないくらい。その中で気球を上げるための準備に取り掛

かる。 

 前日遅くまで、ワイズの懇親会に参加されていた方々は、起きてくるのが

なかなか難しそうだ。そう、適当に切り上げることが必要と思う。 

 昨年は、上げることのできなかった気球、今年は何度も上げることができ、

子供たちも充分満足した様子に、僕たちもうれしい気分になった。 

 今日は、我々の出番である。ここ数年続いたサバエ族、なぜか非常に評

判がいいのである。総勢６名のサバエ族とお姫様、恒例の黒塗りを全

身にしてもらい、腰には葉っぱを探して腰蓑に。 

いつもと違い、今回は昼間の出番である。三隻のボートに乗って

遊んでいるところを子供たちに見つけてもらうというシツエーション。

子供たちが来る寸前に、なんとサバエ族の酋長とお姫様の乗ったボー

トが転覆。あっという間の出来事である。姫のかつらや飾り物が湖面に漂

う中、二人は必至で衣装を整えるが、まるで濡れ鼠といった風体であった。 

 ともかく、無事サバエ族の出番も終ったら記念撮影と子供たちとの交流。 

「いつからここにいるの？」「今オリンピックやってるけど知ってる？」「お金あ

るの？」「何食べてるの？」・・・・・ 

多くの質問に、一つ一つ真剣に答えてゆく。サインをねだる子もいたりで、

充分お互い楽しい時間を過ごすことができました。 

 来年は此処に来ることが出来ない子供たちもいる中で、彼ら彼女たちが

少しでも楽しい時間を持てて、楽しい思い出が作れることに関われたこと

に、僕達ワイズメンも心より感謝をしたいと思っています。 

来年も、また頑張ってサバエ族が出来たらいいですね。 

２０１6/8/21 

岡西 博司 

青い空と白い雲のキャンプ  二日目                     



２０１6/8/３ 

澤田 哲平 

 8月の第一例会は、西村ワイズと京都みやびワイズメ

ンズクラブへ部会のアピールへ行ってきたため、途中

参加となりました。そのため到着した頃には、すでに食

事は終えられ、すでに衣装合わせの会議が行われてい

ました。衣装は斎藤ワイズが100円ショップで見つけられ

た蝶ネクタイと白いシャツ、礼服のズボンで統一することに

なりました。その後、細かな分担や用意するものなど最終の

ツメを行っていきます。 

 例会の最後には、フラッシュモブの中村さんがお越しくださ

り、ダンスレッスンの開始です。まだこの時は、ダンスの動画を

見たばかりなので、踊れるメンバーは皆無（笑）。 

部会まであと1ヶ月。皆さん、きちんと踊れるようになるのかな？ 

８月第一例会                             

 ８月第二例会は、京都部会の全体スケジュールの確認と具体的

な役割分担を行いました。 

同日に北京都フロンティアのチャーターナイトもあるため、メネットの

力もかりて、みんなフル回転です。Ⅱ部の活動報告は時間の関係

で３つから２つに変更、Ⅰ部とⅡ部の間にテーブルセッティングの

時間を設けること、ブラスバンドや和太鼓、オールディーズのバンド

については、事前連絡から当日のエスコートまで、担当者を決める

こと等を確認しました。 

 今後は毎週何らかの形で集まり、いろいろ細かいこともつめていく

ことになりました。京都部会まであと１ケ月をきりました。みんなの力

をあわせてがんばっていきましょう。 

８月第二例会        

２０１6/8/17 

椹木 徳子 

 ８月21日午後６時から部会で行われるフラッシュモブのリハーサ

ルをプリンスホテルの本会場にて行いました。サバエキャンプ場か

ら直行で参加したメンバーも。 

 プロのダンサー・キッズダンサーたちが沢山集まってくださり、本

番さながらのリハーサル。これだけの人が一斉に踊る姿は

圧巻。個別練習で振り付けは覚えたつもりでした

が、音楽と合わせて踊るのは難しい！音楽の速

さに着いていけず、まだまだ練習不足でした。 

 遠くは北陸から、この日のために来られたダン

サーの方もいらっしゃる

とのこと。皆さんの熱意

が伝わるリハーサルとな

りました。 

フラッシュ・モブ リハーサル       

２０１6/8/17 

澤田 哲平 



１．ちょこっとボランティア視覚障がい者サポート講習会         

視覚障がいのある方が、街に出ようとすると、街にはまだ

まだ段差が多く放置自転車や歩道に飛び出た電柱など障

害物が数多くあります。そのようなサポートが必要な場面

で自信を持って声掛けをすることができたら素敵ですよ

ね。障がいのあるなしに関わらずだれでもが地域の中で

一緒に暮らしてゆける「ポジティブネット」のある社会への

一 歩 と な る 講 習 会 で す。ぜ ひ ご 参 加 く だ さ い。 

日時：１０月１日（土）午後３時～５時 

場所:京都ＹＭＣＡ 三条本館２０１号室 

講師:松永 信也氏     定員:３０名程度 

参 加 費 ：３００円 ※当日、お支払いください。 

申し込み：京都ＹＭＣＡ（TEL）075-231-4388 

（FAX）075-251-0970（E-Mail）kyoto@ymcajapan.org 

※お電話・メール・ＦＡＸにて「氏名」「ご所属」

「ご連絡先電話番号」をお伝えください。 

 

２．京都ＹＭＣＡ会員のためのオリエンテーション講座  

京都ＹＭＣＡの会員の中で維持会員ＢとしてＹＭＣＡ運動を 

積極的に担っていこうという意欲のある方を対象に開催す 

るＹＭＣＡについての理解をより一層深めてもらうためのオ 

リエンテーション講座です。京都ＹＭＣＡ会員の方はどなた 

でも受講できます。このオリエンテーションを受講し、京都 

ＹＭＣＡの会員としての活動が１年以上ある方は、所定の 

申請書を提出すると理事会の承認を経て維持会員Ｂとし 

て登録されます。 

日時：２０１６年９月２６日（月） 午後７時～８時半 

場所：京都ＹＭＣＡ三条本館 ２０１号室 

対象：京都ＹＭＣＡの普通会員（基本会員・維持会員Ａ） 

申し込み：９月２４日までに京都ＹＭＣＡまで参加することを 

ご連絡ください。 

TEL）075-231-4388 （FAX）075-251-0970 

３．第６回ＡＩＤＳ文化フォーラムｉｎ京都  

今年も１０月の第１土曜と日曜の２日間に渡り「ＡＩ 

ＤＳ文化フォーラムin京都」が同志社大学新町キャン 

パスで開催されます。２日の日曜日にはミッツ・マン 

グローブさんも登場します。 

当日ご協力いただけるサポートスタッフ及び協賛金の 

ご協力も募集しています。多くの方の参加とご支援ご 

協力をお願いします。参加自由で入場料無料です。 

日時：１０月１日（土）１２時３０分開会式 午後１２時３０分

～６時３０分 

１０月２日（日）午前１０時～午後５時３０分 

場所：同志社大学新町キャンパス 尋真館 

お問合せ：（ＡＩＤＳ文化フォーラムｉｎ京都 ホームページ）

http://hiv-kyoto.com 

 

４．京都ＹＭＣＡ国際福祉専門学校学園祭（ＹＭＣＡ祭）  

毎年一回秋に開催する京都ＹＭＣＡ国際福祉園門学校の

学園祭です。ワイズメンズクラブの協力もあって大々的開

催しているこの学園祭ですが、今年は地域の皆様の応援

も得て、明るく楽しく進めて参ります。 

今年のテーマは「地域の優しさのカギになろう！」です。

YMCA 周辺の地域の皆様にも役に立つ情報や楽しんで

いただける内容を作り出してゆこうと考えております。 

日時：１１月３日（木） 午前１０時から午後３時 

場所：京都ＹＭＣＡ三条本館   入場： 無料 

ステージ：簡単介護のテクニック講座、日本語科「日本のう 

た」のど自慢大会、介護福祉学科の日頃の学習成果発 

表、ギタリスト「ゆあさまさや」さんソロコンサート 

模擬店：ワイズメンズクラブによる美味しいスナック、学生 

による模擬店、福祉施設による手作りグッズ販売コ－ 

ナー、子ども達の遊びのコーナー、介助犬理解コーナー 

 

報告事項 

●今年度も京都YMCAの維持会費をクラブ

立替で支払いますので、クラブ会計なでお

支払いください。 

●West Oahu来日歓迎会は、１０日午後６時

よりお好み焼き「丸」にて開催。会費4000円 

●京都部部会当日の集合時刻は、１２時と

いたします。昼食を済ませて集合のこと 

 

承認された事項 

●承認事項は、ありません 

 

 藤尾 実   １４日 

  飯尾 豊   １７日  

8月は青い空と白い雲のキャ

ンプの開催と9月に行われる

部会の準備など盛りだくさん

の月でした。私にとっては、す

べてのイベントが初経験のも

の ば か り で す が、そ の 度 に

知っている方が増えていくの

は嬉しいものです。どんどんワ

イズメンらしくなってきたなぁ

（笑）と感じる毎日です。 

 ７日(水) 京都部部会準備委員会    

   18:00  京都YMCA  

１０日(土) West Oahu 歓迎会 

     18:00  お好み焼き「丸」              

１１日(日) 京都部部会  

   15:00  グランドプリンスホテル 

２１日(水) 第二例会 

   19:00  グランドプリンスホテル 

２８日(水) 役員会 

   19:30 京都ＹＭＣＡ 

 

   


