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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 

『 他クラブ訪問記  』 

会長主題 

３日(木) YMCA学園祭 

京都YMCA学園祭に

第一例会を振替。例年

のごとくホットドックの販

売をします。 

１６日(水) 通常例会  

“プリンス３０”に向けての

ＥＭＣアワー。我がクラ

ブを見つめて、会員３０

名への備えを話し合い

ましょう。 

１１月 例会案内 

例会出席 

10月第一例会   １４名 

10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 

10月第一例会     0円 

10月第二例会       0円 

累 計      9,000円 

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

 去る10月12日に、今西ワイズと澤田で京都パレ

スクラブの例会に参加してきました。本来は蒔田会長が参加する予定でしたが、都合が

つかず急遽ピンチヒッターとして、澤田が参加させていただくことになりました。 

例会への参加報告、また感じたことをそれぞれ報告させていただきたいと思います。 

 

今西英隆 

 9/11の京都部部会が終わり、9月第2例会のゲストスピーカーとして、『ワイズメンズクラ

ブのクラブ活動の意義』をパレスクラブ大野ワイズよりお話し頂いた事がきっかけで、澤

田ワイズとパレスクラブ例会に参加させて頂きました。 

 例会のテーマは、大野ワイズがスピーカーとなり、１つの顔であるラオス名誉領事のお

仕事についてのお話しでした。京都動物園にいる象がラオスから寄贈されるまでの様々

なエピソード等について、大野ワイズの独特な語りでクラブ皆が聞き入る姿も、ワイズのク

ラブ活動の魅力の一つだと改めて実感しました。 

 プリンスクラブのメンバー数増員プロジェクト『プリンス30』についてもニコニコでお話し

する機会を頂き、大変楽しい例会でした。 

 

澤田哲平 

 他クラブの例会へ参加するのは、初めての経験となります。 

今西ワイズと少し早い時間に受付し、皆さんにご挨拶しましたが、とても歓迎していただ

き、少々の緊張が解れました。やはり60名ものメンバーが集まる例会は圧巻そのもの。ま

た例会の雰囲気もピシっと、厳格なものでした。 

 今西ワイズの報告の通り、『プリンス30』立ち上げのきっかけとなった大野ワイズのス

ピーチでしたが、やはり自分にとって、改めて刺激になるお話を聴くことができました。 

プリンスクラブの一員のみならず、ワイズメンとはどうあるべきか、ということを教えられた

例会となりました。 

 

そのとき、荒れ野に公平が宿り、園に正義が住まう。 

正義が造り出すものは平和であり、正義が生み出すものは、とこしえに安らかな信頼で

ある。 
イザヤ書32章16～17節 

Ｐｕｂｌｉｃ Ｒｅｌａｔｉｏｎｓ 

Ｗｅｌｌｎｅｓｓ 



びわこ部会参加報告 

２０１6/10/5 

澤田 哲平 

 １０月の第一例会では、プリンス設立30周年記念事業についての検討会

が行われました。そして！なんと嬉しいことに、体調を崩されていた田中ワイ

ズも例会に参加されました。9月の京都部部会でもお会いしましたが、とても

お元気そうで、本当に何よりです。 

 そして「30周年記念例会をどうしよう」をテーマに、何か形になるものを作る

のか、特別な記念例会を行うのか。いつもの円卓をコの字のテーブルに変

え、活発で熱い議論が交わされました。 

 記念誌発刊やサバエキャンプ場のカマドリニューアルのように形に残るも

のは行うのか、東山荘での記念例会や西日本区大会への参加など、記憶

に残る事業は行うのか。そして様々な議論の中で確実に決定したこと、それ

は『プリンス30』の立ち上げ。蒔田会長の決定で、実行委員長は今西ワイズ

が指名されました。 

メンバー増強のための『プリンス30』（プリンスメンバーを30人にする）と、この

『30周年事業』がリンクし、30周年の記念例会は、30人のメンバーで迎える、

という新たな目標が立てられました。 

 前回の例会での大野ワイズの言葉通り、候補者をいきなり例会に連れてく

るのではなく、きちんとプリンスのメンバーと楽しさを事前に分かち合える時

間を作り、そして例会に参加してもらい、入会してもらうということ。どうやって

新しいメンバー候補をサポートするのか、そして入会までの流れを作ること

が、『プリンス30』の使命となります。 

 そして1時間に渡る議論の結果、この『プリンス30』プロジェクトの開始、そ

して30周年記念誌の発刊が決定されました。 

いつでも本気（たまには本気？？）の熱い例会となりました。 

１０月第一例会  京都部部会                     

１０月８日（土）びわこ部会にはじめて参加しました。京滋部会が別れて、

それぞれ２１回目を数える部会が長浜クラブのホストのもと、ビアンカ船上で

開催されました。さすが滋賀、びわ湖上で開催されるというのも素晴らしい

企画でした。天候が危ぶまれる日でしたが、わがクラブでは雨を呼ぶと定評

の高いO氏が参加されたにもかかわらず雨に会うことなく１日持ちました。ど

うもゴルフの時だけのようです。 

さて、部会は彦根クラブの長老、御年９０歳を超えられた島野ワイズの

ウィットに富んだ名司会ぶりで、第１部式典はクラブバナーセレモニーから

スタート、船は第２部の会場竹生島めざして進みます。が、強風のため寄港

できないかもしれないとのアナウンス。やはりOワイズ嵐を呼びましたか？と

言っている間に、船長の技が勝ち、周囲２㎞、琵琶湖で２番目の大きな島

竹生島に無事接岸。島内の西国三十三ヶ所観音霊場第三十番札所宝厳

寺と都久夫須麻神社（竹生島神社）の散策をしました。山腹の寺から眺めた

琵琶湖の大きさに改めて驚かれました。 

船内に戻り、第３部懇親会は、サプライズもなくびわこ部次期部長松岡ワ

イズの乾杯発声で会食懇談の時間を持ちました。京都部部会のことを思い

出しながら、何か懐かしい気持ちで他部の部会を楽しませてもらった１日で

した。びわこ部の皆様ありがとうございました。 

２０１6/10/8 

宇高 史昭 



２０１6/10/19 

岡西 博司 

今年の３クラブ合同例会は、プリンスクラブ担当と言う事で、ドライバーとし

ていろいろと考えました。合同例会の意味は、お互いのメンバーが親しくな

れること。お互いが話し合ったりすることが大事ではないか。その為にどんな

プログラムをしようか？ 

まず、食事はお互いに取り分けたり出来る様に中華料理に決定。プログラム

は話し合えることを考え国際委員会でおこなった事のあるワークショップを取

り入れてみようと言う事で、ＹＭＣＡのスタッフである關さんにお願いしました。 

 当日は、グローバルクラブ、ウェルクラブ、プリンスクラブそしてウェストクラブ

より２名の参加があり、総勢５９名の大人数の例会になりました。八つのテー

ブルでは、食事中には、和気あいあいの声や笑い声も聞こえ、出足良好。 

いよいよ、關さんによるワークショップの開始です。「ちがいのちがい」という

テーマですが、まずは、各テーブルで皆さんの共通の点を探してください。と

の問題に面白い答えが続出。「みんな靴を履いてます。」「みんな財布を持っ

てます。」「みんな日本人です。」・・・・ 

アイスブレーキングの後、本題に、各テーブルに１０個のテーマが配られまし

た。これらの問題であっても良い違いとあってはならない違いをグループで

相談して分けてください。 

「○○君は色が黒いが、○○君は色が白い」「運動会のリレーで女子は１００

ｍ、男子は200ｍ走る」「フィリピンの○○君は学校に行かず毎日缶拾いをし

ているが、日本の○○君は学校に行って勉強している」「○○君は中学校卒

業してすぐ就職して働いているが、○○君は大学まで行っている」・・・・ 

各テーブルでは喧々諤々の議論で盛り上がっていきました。（成功！） 

 この三クラブ合同例会の目的は達成出来たように思いました。その後は二

次会へと流れ込んで行き、無事終了となりました。 

又、こんな例会や、討論をするディベイト例会なんかを企画してみたいと思い

ました。 

 みんなで盛り上げて頂き、楽しい例会になったことに感謝です。 

１０月第二例会   ３クラブ合同例会                             

 『 プリンス３０ 』 プロジェクト           実行委員長 今西英隆 

 まず最初に、京都プリンスワイズメンズクラブの記念すべき『30周年』に

携われたことに感謝しております。 
 現在のメンバー数15名を今期中に倍の30名にする目標を掲げた『プリンス

30』プロジェクトについても是非とも実現したいと思います。おもしろおか

しく本気で皆で取り組めればと思います。 
 
私の人生観を語る上で、大好きな言葉があります。 
1.人生とは出会う人々によって形成される 
2.まずは、何かやれ！話はそれからだ！ 
3.重要なのは人生の長さではなく、人生の深さだ！ 
 
まさに、ワイズのクラブ活動だと思います。頑張りましょう！！ 

 

今月はブリテンの発行が遅くなり、申し訳ございませんでした。『プリンス30』プロジェク

トが立ち上がり、メンバー候補者にブリテンを読んでもらえるとしたら、どういう内容が

プリンスの良さやワイズメンへの理解が深まるのか思案しております。ブリテンを読ん

で、プリンスに入ってみたいと思われたら広報冥利に尽きるなぁと思いながら、誌面作

りに取り組みたいと思います。 

編

集

後

記 



１．ＹＭＣＡ学園祭          
今年は「作ろう、思いやれる、支え合えるＷａ！」をテーマ 

に開催します。お子さまからお年寄り、国籍も関係なく、多 

くの方々が楽しめる学園祭です。ぜひお立ち寄りください。 

日時：１１月３日（木・祝）午前１０時～午後３時 

場所：京都ＹＭＣＡ三条本館         入場：無料 

２．熊本地震を通して考える 民間の災害支援のあり方    

熊本地震では、従来ＹＭＣＡの果たしてきた役割から一歩 

踏み込んで、熊本ＹＭＣＡが災害ボランティアセンターや 

避難所の運営といったこれまで行政が果たしていた役割 

を担っています。災害発生後の対応や民間団体間の連携 

協力について、現在被災者支援の最前線にいる熊本ＹＭ 

ＣＡ 神保本部事務局長に報告していただきます。ＹＭＣＡ 

学園祭のステージにて実施します。 

お問い合せ・ お申込み：京都ＹＭＣＡ 

（ＴＥＬ）075-231-4388８（ＦＡＸ）075-251-0970 

３．第３回防災セミナー：一緒に考えましょう「減災」   
自然災害は人間の力ではくい止めることはできませんが、 

災害による被害は私たちの日頃の努力により減らすこと 

が可能です。 

災害はいつどこにやってくるかわかりません。平時から 

「自分でできること」「家族でできること」「ご近所と力を合わ 

せてできること」などについて一緒に考え、災害に備えま 

しょう。 

日時： １１ 月１１日（金）午後７時～８時３０分 

場所： 京都ＹＭＣＡ三条本館 マナホール 

コーディネーター： 京都市中京消防署 大田 仙行 氏 
参加費：無料    定員：４０名 ※先着順 
お問い合せ・お申込み：京都ＹＭＣＡ 

（ＴＥＬ）075-231-4388８（ＦＡＸ）075-251-0970 

４．ＹＭ・ＹＷ合同祈祷週集会 すべての人が安心し

て生きられる社会を目指して  
今年４月に施行された「障害者差別解消法」と今年７月に 

起きた「津久井やまゆり園障がい者虐殺事件」から、障が 

いのある人とそうでない人のバリアを真の意味で解消し、 

「共に生きる」ことを実践していくために私たち一人一人に 

できることを考えていきたいと思います。ご参加ください。 

日時：１１月１２日（土）午後５時３０分～８時 

場所：京都ＹＷＣＡ ホール  参加費：500円（軽食代含む） 

１１月１０日（木）までにお申し込みください。 

（ＴＥＬ）075-231-4388８（ＦＡＸ）075-251-0970 

（e-mailｌ）kyoto@ymcajapan.org 

５．舞鶴ＹＭＣＡ祭  
今年も舞鶴ＹＭＣＡ国際福祉専門学校の学園祭を開催し 

ます。詳細は決まり次第お知らせします。 

日時：１１月１３日（日）時間未定 
場所：舞鶴ＹＭＣＡ国際福祉専門学校 

６．オータムフェスタ 
毎年行われる秋のイベントです。自然あふれる環境の中、

秋の一日を楽しみましょう。秋の魅力と味覚が満載です。

ぜひご参加ください。 

日時：１１月２０日(日)午前１１時～午後３時（受付開始：午

前１０時３０分） 

場所：京都ＹＭＣＡリトリートセンター 

参加費：（大人（中学生以上））2,000円／(小学生）

1,000円／(幼児）無料 

※京都駅、ＪＲ宇治駅、京阪宇治駅より無料送迎バス

あり。（要事前申込（１１月１７日（木）締切）） 

お申込み・お問合せ： 京都ＹＭＣＡリトリートセンター事務

局  （ＴＥＬ）075-231-4388８（当日のみ：0774-24-3838） 

（e-mail）ritcen@ymcajapan.org 

７．スキーキャンプ・ウインタープログラム 募集  
＊スキーキャンプ 

会友 Web受付 10月26日(水) 電話受付 11月2日(水) 

午前10時～  一般 Web受付 11月3日(木) 電話受付 

11月9日(水)午前10時～   お申込み・お問合せ：京都ＹＭ

ＣＡアウトドア事務局（ＴＥＬ）075-231-4388８ 

＊ウインタープログラム 

会友 Web受付 10月26日(水) 電話受付 11月2日(水) 

午前10時～  一般 Web受付 11月3日(木) 電話受付 

11月9日(水)午前10時～ お申込み・お問合せ：京都ＹＭ

ＣＡウエルネスセンター（ＴＥＬ）075-255-4709 

 

報告事項 

●オータムフェスタのチケットは、参加され

ない方にも購入いただき、その分は留学生

へ寄贈いただきたい。 

●オータムフェスタは、１１時～１５時まで 

 

承認された事項 

●記念事業の名称を「プリンス30」とし、委

員長を今西ワイズとする。 

●30周年記念誌を発刊する。10周年経験者

を委員とし、その中で委員長を決める。 

●30周年記念例会を４月第二例会(通常例

会)にて行う。 

 11月  １１月 スケジュール 

 ３日  蒔田 茂夫  

10月度 役員会報告 

 ３日(木) 第一例会 YMCA学園祭    

   10:00  京都ＹＭＣＡ 

１６日(水) 第二例会 

   19:00 グランドプリンスホテル  

２０日(日) リトセンオータムフェスタ 

   11:00  宇治リトリートセンター 

３０日(水) 役員会 

   19:30 京都ＹＭＣＡ 

 

   


