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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 

第２１回京都部部会を終えて  

会長主題 

５日(水) 通常例会 

無事部会も終わり、次は

設立３０周年に向けて出

発。記念事業、記念例

会について討議。 

19日(水) 合同例会  

グローバル、ウエルとパ

レスの子クラブ孫クラブ

が一堂に顔を合わせて

の例会です。今回はプリ

ンスがホストします。 

10月 例会案内 

例会出席 

９月第一例会   １４名 

９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          0円 

                      

 

累 計       112,240円 

９月第一例会     0円 

９月第二例会       0円 

累 計       9000円 

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

皆様、京都部部会本当にお疲れ様でした。また、全国から、遠くはハワイか

ら、たくさんお越しいただきましてありがとうございました。実行委員長を引き受けた時は、私のような経

験の浅いものが大丈夫なのだろうかという不安でいっぱいでしたが、終わるとさびしいものがあります。 

 ここ１年、特に半年の例会はほぼ部会の準備についやしました。最初はみんなでどんな例会にする

のか議論（言いたいことを言い合い、とにかくやかましい）し、コンセプトの共有をしました。廣井部長の

思いとメンバーの思いをすり合わせ、テーマは「子どもたちの未来の時に我々ができること」に決めま

した。これが非常に大事な作業だったと思います。部会の重要な目的である、ワイズメンが集まって交

流すること、各会長が決意を新たにする場であるとともに、ワイズが子どもたちのためにどんな活動を

しているかの報告と、子どもたちの活動の発表の機会にすることで大枠が決まりました。そして若い今

西ワイズからフラッシュモブをしてみたらどうかという提案があり、フラッシュモブが何かわからないメン

バーも賛成しました。（まさか自分が踊ることになるとは）プリンスの素晴らしいところは、ワイワイ好きな

ことを言いながらも、メンバーの提案にはやろうやろうとのってくれること、一度決めたことはやり抜くとこ

ろです。 

 頼りない委員長を支え、事務的な作業や煩雑な仕事を一手に引き受けながら、のびっこ太鼓の調

整に奔走した宇高副委員長、ここぞの時に会長として喝を入れた蒔田会長、フラッシュモブやら洛北

高校のブラバンの調整をこなした今西ワイズ、今までの関係を元に、ホテルにあの手この手で無理を

きかせた西村ワイズ、終盤参加者数が少ないことに危機を感じ、滞在先の北海道からあちこち連絡し

て人数増に貢献した岡西ワイズ、おそろいの蝶ネクタイをうまく調達して皆を感心させた斎藤ワイズ、

お金の出入りと見通しを的確に把握した三村ワイズ、静かにびしっと意見を言う飯尾ワイズ、フラッシュ

モブの出だしの白々しい司会が見事だった小野ワイズ、名簿や名札作りなど最後のたいへんな作業

を難なくこなす森ワイズ、最後の追い込みで、式次第をスマートに作り上げた澤田ワイズ、食前感謝の

後、さりげなくダンスのスタート地点に向かった藤尾ワイズ、そして、京都部部長という重責を負い、練

習の時間がない中、絵に書いて最後までダンスのおさらいをしていた廣井部長、メネット同伴で来てく

れた田中ワイズ、早くから会場に来て受付を滞りなくこなし、おもてなしの最前線にあたったメネットの

方々、皆様の力があって素晴らしい部会になりました。本当にありがとうございました。 

 最後の挨拶は皆あまり聞いていないだろうと、定型の文を考えていたのですが、フラッシュモブのダ

ンサーの方々やがんばってくれた子どもたちへの感動がおさまらず、思いのままを言うことにしまし

た。言い始めて、プリンスのメンバーが舞台に上がってくるのが見えたとたん、感極まってあのようなこ

とになりました。昨年引き受けてから、私個人に辛い出来事があり、実行委員長が続けられるのかとて

も迷った時期もありましたが、続けてよかったと思いました。本当に皆様に感謝します。 

 最後にひとこと、「これからも私の言うことを聞いてください！」 

第21回京都部部会実行委員長 椹木 徳子 

神はすべてを時宜にかなうように造り、また、永遠を思う心を人に与えられる。 
それでもなお、神のなさる業を始めから終りまで見極めることは許されていない。 
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２０１6/9/11 

会長 蒔田 茂夫 

自画自賛、自己満足!?さてどうでしょう…わたしはこの京都部部会、大成功だっ

たと思っています。なぜならメンバー全員の『本気』を痛いほど感じることができたし

何より感動したので… 

思い起こせば今から一年以上前、わたしのノートの日付はＨ.27.7.23… 

椹木ワイズが京都部部会の実行委員長を引き受けて頂いた日。そのページ

には、 椹木…わたしの言う事を聞いてください！ こう書きとめて

います。椹木実行委員長就任時の第一声です。そのことばを聞

いて彼女の『本気』を感じたわたしは背筋がピシッと伸び、気合が

入った事を覚えています。必ず椹木実行委員長を男に!?してみせ

る(注１.椹木さんは女性です)こう思いました。またワイズ歴の浅いし

かも女性の椹木ワイズに実行委員長を任すということで何かプリンス

クラブのなかに新しい風のようなものが流れるのではと期待しまし

た。…その後の彼女の活躍ぶりは言うまでもなく個性派揃いのメンバー

をまとめ上げ、適材適所ひとりひとり力の発揮できる役割を任すところな

ど素晴らしい采配でした。 

 わたしの今期の会長主題は【いつでも本気！】この主題に決めた理由の

ひとつに京都部部会を成功させたいという思いがありました。限られたメン

バーでホストをやりきるには全員が『本気』を出さなければ絶対無理だと思ったから

です。今振り返ると椹木実行委員長を先頭にプリンスクラブのメンバーは誰ひとり

手を抜く事なく『本気』で取り組んで頂けました。みんな最高でした。感謝の気持ち

でいっぱいです。なかなか大人になってからこんな感動は味わえないとも思ってい

ます。プリンスクラブのみなさま、本当にありがとうございました。  

 メンバー全員のおかげで椹木実行委員長を男に!?することができたと思いき

や…最後の挨拶で流された涙を見てやはり素敵な女性だった（注２.椹木さんごめ

んなさい）と再確認しました。 

 ともあれ京都部部会のホストをやりきった私たちは、この勢いを失速させてはなら

ないと思います。今期が始まってまだ３か月、メンバーの力を集結させ次なる目標

や課題に『本気』で挑戦していきましょう。 

９月第一例会  京都部部会                     

9月11日（日）京都部会開催日に合わせて【北京都フロンティアクラブのチャー

ターナイト】がグランドプリンスホテル京都ローズルームにて開催された。京都部か

らは勿論、東・西日本区からも多くのワイズメンが祝福に訪れていただき、大変華

やかな雰囲気のチャーターナイトとなった。 

今回の主役である北京都フロンティアクラブの全メンバーが参加されていないの

が少し残念であった。しかし参加されたメンバー15名をお１人づつ丁寧にご紹介さ

れていたのがとても印象的であった。辻初代会長の【若い平均年齢を活かして、活

力溢れるクラブを目指して活動してゆく】との力強い所信表明から、舞鶴YMCAと

協同し京都北部地域の活性化の原動力となって活躍して頂ける事を確信した。 

【舞鶴にワイズメンズクラブを】との掛け声のもとに、京都部18クラブが協力し、そ

して誕生した北京都フロンティアクラブ。クラブ設立に向けて、大変なご尽力を頂

いた設立準備委員会の皆さまには深く感謝いたします。また、今後もサポートクラ

ブとしてご尽力頂くグローバル、トップス両クラブの皆さまにも深く感謝いたします。 

この日、バッチを装着し晴れてワイズメンとなられた北京都フロンティアクラブのメ

ンバーの皆さまには、ぜひ舞鶴YMCAと共に地域の奉仕クラブを代表するようなご

活躍を祈念しております。 

最後に、とても素敵なチャーターナイトを準備された実行委員会の皆様、大変お

疲れ様でした。また、このような貴重な機会に立ち会えた事に感謝いたします。 

２０１6/9/11 

京都部書記 小野 俊明 

北京都フロンティア・チャーターナイト                       



２０１6/9/21 

澤田 哲平 

 9月21日の第二例会は、京都パレスの大野ワイズをゲストスピーカーに迎えての

例会となりました。 

「クラブの活性化・メンバー増強」をテーマに、ワイズメンズクラブとはどういったクラ

ブなのか、そしてこれから入会される人たちに、これらをどのように伝えていくの

か。とても分かりやすく、身に沁みるお話を聞くことができました。 

私自身、プリンスに入会して半年足らずのため、まだまだワイズメンというものを完

全に理解できていません。活動に参加していけば、ちょっとずつ理解してゆくもの

だろう、そんなふうに考えていました。が、「例えば、入社半年の社員が、まだどん

な会社かよく分かっていないと言ったら、どう思いますか？」大野さんのそんなお

言葉を聞き、とても反省しました。 

プリンスのメンバーとして、また社会人としても、とても為になる例会となりました。 

そして最後に決定したのが、メンバー増強のための特別チーム‘チーム30’の結

成です。我々、プリンスの若手メンバーが主体となり、新しいメンバーを増やして

いくチームです。 

ベテランメンバーの方々にとっては当たり前のことも、私のようなまだ歴の浅いメン

バーには、色々と‘気づき’があるのではないかと思っています。1年を通してどの

ような活動を行い、どのような責任が生じ、どのように人生が充実してゆくのか。こ

ういったことは、ベテランの方よりも、むしろ若手メンバーの方が実感しているので

は。（自分自身がそうなので） 

そんな自分が感じるプリンスクラブの魅力を伝える。そしてその思いに共感しても

らえる。そんな活動にしていきたいですね。 

「新人だからよく分からない」ではなく‘いつでも本気！’でこのテーマに取り組ん

でいきたいと思います。 

９月第二例会                             

 フラッシュ・モブを終えて 
 京都部部会の最大の目玉！と言っても過言ではない、フラッシュモブを担当し

てくださった1GNITER（イグナイターと読むそうです）のYUKIさんとCHIKAさん。本

当にありがとうございました。 

YUKIさんからコメントをいただきましたので、ご紹介させていただきます。 

 
 今回プリンスクラブの今西さんより、このお話を頂いた時は、500人という規模の

大きさに、とてもびっくりしました。一般的なフラッシュモブというのは、結婚式や

パーティ、プロポーズなどの場で、多くても５名〜15名程のダンサーが店員やス

タッフ役に変装して、いきなり踊りサプライズを仕掛けるというものです。それを大

きく上回る規模に私達2人に成功させることができるのか何度も話し合いました。し

かし、多くの方を感動や興奮の渦に巻き込み、びっくりさせたい！ダンスの魅力を

伝えたい！大成功させたい！という熱い気持ちで準備をし

てきました。まずは、誰もが知っている曲で、ただ踊るので

はなく、展開がしっかりあって、見やすくて、見てる人に感

動と驚きを伝えるためには、どうしたら良いか。ということを

何度も話し合い、出来上がって踊ってみては訂正し、本番

までの数ヶ月すすめて参りました。今回一緒に作りあげてく

れた、私達のダンス仲間やダンススクールの生徒、そして、

プリンスクラブの皆様といった総勢65名もの最高のメン

バーで作り上げたサプライズは大成功に終わったと思って

おります。私達自身、とても貴重な経験をさせて頂き、踊り

終わった後は自然と涙が流れました。そして、心から『ダン

スが好き！』そう再確認しました。一生忘れません！ありが

とうございました。 



１．アジア保健研修所報告会～最果ての島で健康を

守る～          

アジア保険研修所（ＡＨＩ）の巡回報告会を京都ＹＭＣＡにて

開催します。フィリピン・スールー諸島で健康な村づくりを

進めるガイさん、エミーさん２人のムスリム女性のお話を伺

います。通訳もありますので、お気軽にご参加ください。 

日時：１ ０ 月１ ５ 日（ 土）  午後２ 時～５ 時 

主催：アジア保険研修所 

共催：京都ＹＭＣＡ、京都ＹＷＣＡ 

場所：京都ＹＭＣＡ三条本館 ２０４号室 

参加費：無料 

お問合せ・お申込み： 京都ＹＭＣＡ、京都ＹＷＣＡまたは、 

アジア保険研修所（ＡＨＩ）まで。 

京都ＹＭＣＡ：（ＴＥＬ）075-231-4388８（ＦＡＸ）075-251-0970 

アジア保険研修所：（ＴＥＬ）0561-73-1950 

（ＦＡＸ）0561-73-1990０ 

 

２．夏期国際プログラム ユース参加者による報告会   

今年の夏期国際プログラム（広島ＹＭＣＡ国際青少年平和 

セミナー、厦門インターナショナルワークキャンプ、地球市 

民育成プロジェクト）に参加したユースの報告会を行いま 

す。ぜひご参加ください。 

日時：１０月１８日（火）午後７時～９時 

場所：京都Ｙ ＭＣ Ａ  三条本館２ ０ ４ 号室  

お申込み：京都ＹＭＣＡ 

（ＴＥＬ）075-231-4388８（ＦＡＸ）075-251-0970 

 

３．国際協力街頭募金  

１０月３０日（日）、京都市内各所で街頭募金を行い 

す。詳細は後日ご案内します。  

集合場所・時間： 京都ＹＭＣＡ三条本館ロビー  

午後１２時３０分頃（予定） 

 

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 

●３日の第一例会にて、設立３０周年記念

事業について話し合う。その際、前例会の

ゲスト大野ワイズのアドバイス「プリンス３０」

について「本気」で検討を行う 

●１１月第二例会のゲストスピーカーをご紹

介ください。 

●じゃがいもファンドは、１６日午前８時半に

青果市場に集合してください。 

 

●承認された事項 

●京都部会メネット登録費、半額の5,000円

クラブ負担とする。ニコニコより拠出。 

 該当者なし  

京都部部会、皆さんお疲れ様

でした。400名もの方を迎える

こんな経験、プリンスに入会し

てなかったら出来なかっただ

ろうなと思います。さて、部会

も終わりほっとひと息ですが、

プリンス30周年、メンバー増強

の‘チーム30’、まだまだ忙し

い日々が続きそうですね。 

 ５日(水) 第一例会    

   19:00  グランドプリンスホテル 

１６日(日) じゃがいも 

    8:30 京都市青果市場 

１９日(水) 第二例会（３Ｃ合同） 

   19:00  グランドプリンスホテル 

２６日(水) 役員会 

   19:30 京都ＹＭＣＡ 

３０日(日) 国際協力募金 

   12:30 京都ＹＭＣＡ 

   


