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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 

『 ちょっとした意識改革で 』 

会長主題 

７日(水) 通常例会 

京都YMCA総主事の

神崎様をお迎えして、

YMCAスピリットについ

てのお話を聞きます。 

２３日(金) Xmas例会  

“プリンス３０”を受けての

クリスマス例会。多くの

親子連れをお誘いして、

メンバー増強に向けた

例会といたします。 

１２月 例会案内 

例会出席 

11月第一例会   １２名 

11月第二例会   １１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 

11月第一例会     0円 

11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 

 今期西日本区ＥＭＣ事業主任をさせて頂いています京都グローバルクラブの山藤で

す。平素はＥＭＣ事業にご理解ご協力頂き誠にありがとうございます。私の今期の

事業主題は岩本理事が掲げておられる【愛と奉仕の精神】＝「ワイズ魂メンバー増

強」とし、３年後・５年後・又１０年後に各クラブがどの様になっているのか、又

どの様になりたいかをメンバー１人・１人が考えてクラブ設計をして頂きたいと思

い、「行動するは今！！」と続けました。各クラブ各部の協力のお陰で１１月１５

日現在で７５名が入会されました。そして岩本理事が掲げておられる「９つの部」

すべてでエクステンションにチャレンジ！！では、京都部で「北京都フロンティア

クラブ」が９月１１日に２１名のメンバーでチャーターしました。後、九州部が今

期中にチャーターすると頑張っておられます。又、他の部でもエクステンションの

芽が芽生え始めています。この様に今期は現状メンバー増強及び新クラブ設立の動

きはとても活発で大変うれしく思います。感謝です！！ 
 今期、ＥＭＣ事業主任という大役をさせて頂いていますが、私はワイズに入会して

ＥＭＣ事業に一度も携わった事が無く又余り関心も有りませんでした。改めて今期

ＥＭＣ事業主任と言う大役を拝命し各部・各クラブを訪問し回っているうちに各

部・各クラブの悩みや状況が少しずつ理解出来てきました。メンバーを増やさなけ

ればとは分かっていても、なかなか増えない、ＥＭＣの重要さ難しさが改めて分か

りました。自分自身新会員を増やすという意識が余りなかったんですが、お会いす

る方にワイズの事を話しする様心がける様になりました。ゲスト（メンバー候補）

例会に参加してもらう様にして、ワイズとはどの様な団体か又、クラブがどの様な

地域奉仕活動をしているのか、又今後クラブがどの様な活動をしていくとか等を理

解してもらえる様にしています。ひとりでは出来ない事を多くのメンバーと親睦と

友情を深めクラブの多くのメンバーが力を合わせる事で素晴らしい奉仕が出来る喜

びを話す様になりました。その様に考えるとゲストを例会に誘いやすくなり入会し

てもらえる様になりました。 
 メンバー１人・１人のちょっとした意識の改革で新しい風が吹くのではないでしょ

うか？ 

西日本区ＥＭＣ事業主任  山藤 哉 

そこでマリアは言った。 

 「わたしの魂は主をあがめ、 わたしの霊は救い主である神を喜びたたえます。 

 身分の低い、この主のはしためにも 目を留めてくださったからです」 
ルカによる福音書1章46節から48節 

EMC-MemberShip 



２０１6/11/3 

斎藤 謙治 

 今年も恒例の学園祭が１１月３日文化の日に開催されました。プリンスクラ

ブは、ホットドッグ販売で参加協力。玄関脇でめいぷるクラブのやきそばと

並んで三条通の通行人に声掛け宣伝。 

 当日はプリンスクラブの１１月第１例会で参加メンバーも多く、９時３０分に

は１２名が集合。昼前には、飯尾・岡西・蒔田・今西・三村ワイズのファミリー

も来場され、晩秋で冷たい風が吹いていましたが、ホットドッグ１００本完売

への熱気は充分盛り上がりました。 

 中国留学生、王・宋両君にもパンにキャベツ炒めを詰め込む作業を手

伝ってもらい、プリンスのチームワークの良さを発揮、１時過ぎには無事完

売。例会という事で、今西ワイズのお世話で大変美味なお弁当が用意さ

れ、店番と交代で昼食を取りました。 

 館内では、介助犬の講座、熊本地震を通して考える民間の災害支援のあ

り方の報告、ギター・スペッシャルコンサート等が開催され、他にも色々な

コーナーが有り、来場者も楽しんでおられました。今年は天候不順で野菜

価格高騰の煽りを受け、野菜販売マルシェと餅つき体験コーナーが出てい

なかった事が寂しく、一般の人の集客にも影響があった様に思われます。 

 椹木ワイズのご指導による厳しい衛生管理のホットドッグ販売も無事終了

して、皆様お疲れ様でした。 

１１月第一例会                       

 １１月２０日（日）にリトリートセンターで行われました。我がクラブから例年

通り好評のぜんざいを出店しました。小豆から煮て作る為、朝８時に現地集

合、斉藤ワイズ、メネット、廣井ワイズと私で準備に取り掛かりました。もう４年

しているので慣れたもの？ 

 会話も弾み２時間がアット言う間に過ぎ開会式までに完成致しました。１１

時から開会式が始まり廣井京都部長のユーモアある挨拶で会場が和みまし

た。今年は１２のワイズメンズクラブが屋台の出店等に協力し、またワイズメ

ンズクラブの招待により３０名近くの留学生が参加しました。ステージでは地

元の和太鼓演奏、獅子舞の演舞があり例年に無い企画がされました。いつ

もウェストクラブが綱引き大会の進行役をしていただいたのですが都合で出

来なくなり我がプリンスクラブ進行役を務めました。洛中クラブが支援してい

るつばさ園の子供達と留学生達が大いに盛り上げてくれました。我がクラブ

のぜんざいは想定時間より早く完売、皆様からおいしかったとお褒めの言

葉を頂き、苦労したかいがあります。心配していました天気も何とか持ってく

れて、秋の紅葉の下で楽しい一日を過ごせました。 

２０１6/11/20 
飯尾 豊 オータムフェスタ参加報告                       

中国から留学生、宋 智鵬さん

（右）と王 浩天さん（左）。 

日本の大学に進学して日本の歴

史やアジア文化を学ぶために、

宋さんは洛陽、王さんは南京から

来られたとのこと。二人でキャベ

ツの詰め込み作業とお客さんの

呼び込みを手伝ってくれました。 



２０１6/11/16 

今西 英隆 

 11月第2例会は、EMCアワーと言うことで、京都プリンスワイズメンズクラブ

について良い点と悪い点について、入会5年を境に２つのグループに別れ

て、各々の意見を話し合いました。 

 良い点については、幅広い年齢層のメンバーの中で、人との出会いで人

生観が変わったという意見や自己研鑽できる等のクラブ活動を通して得られ

た素晴らしい意見が多く、メンバー内で共感できました。 

反面、悪い点については、クラブ内の個々の役割(負担)が多い、活動費が

割高、例会がマンネリ化している等のこれから解決すべき事を、共有できとて

も良い時間だったと思います。 

 一言でまとめるには難しいですが、長所を更に伸ばし、短所を克服する為

に、『プリンス30』をメンバー全員の力で、本気になって進める事が、これから

のクラブ活動にとって最重要と改めて感じました。 

１１月第二例会                                

熊本ジェーンズ３０周年記念例会に参加して        岡西 博司 

なんで、熊本まで行くの？ブラザークラブでもないのに。そんなことを思わ

れる方がおられると思いますが、答えは簡単。そこに友が居るから。なんで

す。ワイズを通して知り合った友が出来たからなんです。１１月１２日から１４

日迄２泊三日のプログラムにメネットと二人で参加しました。蒔田会長は、１２

日の記念例会のみ参加と言う事で、日帰りで来られました。お仕事の都合等

で二次会に少しだけ顔を出されて、早々に新幹線で帰られました。 

 記念例会には、ブラザークラブである京都トゥービークラブから１０名、韓国

の世宗WOMENクラブから１５名、をはじめ、京都キャピタル、長浜、大阪高

槻、そして我々京都プリンスクラブのメンバーたちを含め１６０名ほどの参加

者であふれていました。 

 例会では、３名の入会式も行われ、記念講演として、「熊本地震、その時Ｙ

ＭＣＡは・・・」というタイトルで４名のお話がありました。その後、懇親会では、

多くの友との再会でお酒も進み、本当に楽しい時間を持てました。トゥ―ビー

のメンバー達によるヘビメタの様なバンドが圧巻でした。 

 翌日は、朝早くから大型バスで世宗ウーマンクラブの方々と、ジェーンズの

メンバー達と一緒に島原へ行き、１５年前に爆発した普賢岳や島原城を見学

して、雲仙温泉に1泊。当然、夜の宴会では韓国語や日本語がごちゃ混ぜ

で楽しい時間を過ごしました。 

 翌日は、熊本に戻り、熊本城を見学に行きました。僕の予想以上に地震の

被害は大きくて、熊本城が元に戻るには１００年ほど掛かるのではと

思いました。とっても１０年ほどで元に戻るとは思えませんで

した。益城町にも行く予定でしたが、韓国の方々がお土

産を買いたいと言う事で中止になり、スーパーでショッピン

グ。みんながこんにゃくゼリーをいっぱい買ってゆくのに、

ちょっとびっくりでした。彼らは福岡空港から韓国に戻って行

かれました。僕たちも福岡空港から伊丹へと帰路につきまし

た。 

 たった、二泊三日のツアーでしたが、多くの友が出来、本当に

楽しい有意義な交流が出来たと思います。やはり、ワイズの一番

の楽しみは交流にあるのではないでしょうか。 

「友達の友達は、皆友達だ」という言葉を再認識した三日間でした。 



１．パネルディスカッション～働き方の選択～自分の

やりたいこと？結婚？稼ぎ？あなたのライフデザイン

は？～           
京都ＹＭＣＡでは毎年秋に、多様な文化をもつ若者が互い

の思いを語り合うパネルディスカッションを行っています。

今年のテーマは「働き方の選択」です。 

パネリストは京都在中の大学生、京都ＹＭＣＡで日本語を

学ぶ留学生、そしてワーキングホリデイで来日した人達で

す。グローバル化が進む今、アジアの若者達は今何を目

標とし、今後どういったライフデザインを考えているのか。

仕事の選択はもちろん、結婚や育児、目指す夢、お金のこ

となど、自分の言葉で熱く語り合います。 

日 時： １２月２日（金）午後７時〜９時 

場 所： 京都ＹＭＣＡ 

対 象： どなたでもご参加いただけます。 

参加費： 無料 

お申込み・お問合せ： 京都ＹＭＣＡ（Tel）075-231-4388 

担当：關  （e-mail）kokusai@kyotoymca.org 

 

２．クリスマス ロビーコンサート     
日時：12月12日(月)～16日(金) 

   午後６時30分～7時30分 

場所：京都ＹＭＣＡ 三条本館１階ロビーステージ 

３．市民クリスマス  
京都ＹＭＣＡでは、今年もクリスマスのプログラムを 

行います。一般の方もご参加できます。ご家族、お友 

達で是非ご参加ください。 

日時：１２月１６日(金)  

   礼拝  午後７時～７時３０分 
  キャロリング  午後８時～９時 

場所：三条本館および三条寺町界隈・新京極周辺でキャロ

リン グ 
 礼拝・奨励： 浅野 献一 牧師（日本キリスト教団室町

教会）  

４．スキーキャンプ・ウインタープログラム 申込受付中  
スキーキャンプ 

 京都ＹＭＣＡアウトドア事務局 075-231-4388  
ウインタープログラム 

 京都ＹＭＣＡウエルネスセンター 075-255-4709   

報告事項 

●下半期スケジュール変更 

３月21日(火) ウエルクラブ訪問例会 

４月19日(水) ３０周年記念例会 

●第２回東西交流会の出欠締切は、１２月

末です。参加される方は早い目に、書記ま

で連絡してください。 

●上半期事業報告書は、１２月１５日締め切

りです。宇高書記まで提出のこと 

 

承認された事項 

●クリスマス例会登録費 メン：1000円 

メネット・コメット大・ゲスト：5000円 

コメット小：3000円 

 1２月  １２月 スケジュール 

１５日  斎藤 謙治  

1１月度 役員会報告 

 ７日(木) 第一例会     

   10:00  グランドプリンスホテル 

１６日(金) 市民クリスマス 

   19:00 京都YMCA  

２３日(金) 第二例会 Xmas例会 

   18:00  グランドプリンスホテル 

２８日(水) 役員会 

   19:30 京都ＹＭＣＡ 

 

   

もう気がつけば12月。新年例

会から始まり、サバエキャン

プ、京都部部会、YMCA学園

祭でのホットドック販売など充

実した1年を過ごせました。 

今年最後のブリテンとなりま

すが、皆様よいお年を！（まだ

ちょっと早いですが） 

編集後記 


