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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 

『 半期をふりかえって 』 

会長主題 

７日(土) 新年例会 

今回の新年例会は、プリ

ンスホテルのお茶室を

お借りして、大人のムー

ドでの開催です。 

１８日(水) 通常例会  

１月第二例会は、半期総

会。上半期の活動を顧

みて下半期を検討しま

す。またTOFもこの例会

で実施されます。 

１月 例会案内 

例会出席 

12月第一例会   １１名 

12月第二例会   １３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 

じゃがいも   229,032円 

ブドウ          16,100円         

 

累 計       367,372円 

12月第一例会   8,000円 

12月第二例会       0円 

累 計      17,000円 

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

 二期連続会長を拝命してから早くも半年が経過しました。 

 年の瀬から新年を迎えるこの時期に振り返るとあっという間の半年間でした。例年と同

様、サバエ開設ワークからはじまった今期は９月に控えた京都部会の準備一色へと進ん

でいきました。 

 京都部会は少人数ながらメンバー全員の協力により盛会となりました。みんなで踊った

フラッシュモブは特に印象に残っています。１０月には３クラブ合同例会のホスト、グルー

プ討論ゲームではわたしの凝り固まった考え方にハッと気付かされました。１１月にはＹ

ＭＣＡ学園祭でホットドッグ１００食完売の後、おいしいお弁当を頂きました。１２月のクリ

スマス例会は兼松牧師による本当の!?クリスマス、楽しく過ごせました。 

 少人数のクラブゆえひとり何役もこなさなければならない現状の中、毎月の例会はもち

ろんいろいろなクラブ事業を支えて頂いているメンバーの皆様には感謝の気持ちは尽き

ません。 

 前半が終わり後半へ、ラグビーやサッカーでいうところのハーフタイム。ハーフタイムは

後半に向けて監督やコーチ、選手同士から前半の反省や後半の戦術などを確認し合う

時間。プリンスクラブの今年度、まさに今がハーフタイム。わたしは今現在１２月３１日大

晦日、会社にて仕事の合間にこの文章を書いています。前半戦に立ち上げたプリンス３

０プロジェクト、今期メンバー数を３０人にという事業。この事を頭に描きながらチームプリ

ンスの後半戦を戦いたいと思ってまいす。まだ半年、あと半年？結果はさておき今できる

ことを本気で一生懸命することが大切。 根性論全盛時の体育会育ち、５０歳になった今

でも気合と根性で何とかなると思っているわたしです。 

 プリンスクラブメンバーの皆様、残り半分の今期を本気で戦いましょう!? いや本気で楽

しみましょう。わたしたちが本気で楽しいと思えるクラブになった時にはプリンス３０プロ

ジェクトも自ずと成功すると思っています。 

 今一度『いつでも本気！』で宜しくお願いいたします。 

第３１代会長  蒔田 茂夫 

喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。  
ローマの信徒への手紙12章15節 

IBC・DBC 



２０１6/12/８ 
岡西 博司 北京都フロンティアクラブ報告           

２０１6/12/7 

澤田 哲平 

 12月の第一例会は神崎清一総主事をゲストに、またトップスクラブの河合

会長と河原ワイズが例会に参加されました。 

 まず例会の始めに神崎清一総主事より、廣井ワイズ・森ワイズ・三村ワイズ

御三方への表彰式が行われました。 

 そして食事の後は、「みつかる つながる よくなる」と題し、YMCAのブラ

ンディングについてやご自身のことを神崎総主事にお話しいただきました。 

私にとってかけがえのない場所「みつかる つながる よくなる」をバリューと

して、したいことが見つかり、人とつながる、そして社会がよくなる。YMCAが

実現したい世の姿＝「価値あるYMCA」を誰にでも分かりやすく伝えられるよ

うにする。プロジェクターに映し出された資料は、広告制作を生業としている

私にとって、とても興味深い内容でした。 

 そして、神崎総主事ご自身の考えが変わった瞬間（ターニングポイント）の

エピソードへ。阪神淡路大震災や東日本大震災、熊本地震。こういった災

害においての活動での気づきや経験、ワイズメンの協力に対しての想い。

インドやネパールといった海外でのコミュニティー参加など。決して堅苦しく

なく、くすっと笑ってしまうような神崎総主事の率直なお話や面白いエピ

ソードはたくさんの気づきが含まれていると感じました。 

 幼少の頃に、三条のYMCAでプールを習ったり、毎年キャンプに参加して

いた私にとっては、“YMCAって子どものために何かをやっているところ”程

度の認識でしたが、ワイズに入会し、そして再びYMCAとの結びつきができ

たので、今度は自分に何ができるのかを考えていきたいと思います。 

１２月第一例会                       

１２月８日（木）夜７時より西舞鶴のホテルにおいて忘年会例会を行います。是非参加して下さい。との

メールを書記の山田さんより頂き、しばらく舞鶴の方に行けなかったので、ぜひとも参加したいと思い、

仕事も早々に切り上げ、ウィングクラブの中西さんと藤田さんを拾って４時に車で出発しました。 

 ７時から時刻通り開会点鐘からスタート。会長挨拶もスムースに進み、クラブ初めての入会式が行われ

ました。その上、次回には又入会式があると言う事で、まったく驚かされた始まりでした。例会は、ニコニ

コ例会と言う事で、全員がニコニコのスピーチをされました。その雰囲気は、なんとも和やかで、こんな素

敵なクラブになったんだなとまたまた驚かされ、嬉しい限りでした。 

 初めのころから設立に関わっていた僕には、本音を言うと、非常に心配していました。全くワイズの事を

知っているメンバーも無く、無理やりメンバーを集めた感があり、どうなるんだろう？と思っていましたが、

まったく無用の心配だったんだと思い知らされた例会でした。メンバーも２０名を超え来年には４０名を超

えるぞ！という意気込みには、ただただ感服しました。 

 二次会では、この例会の雰囲気を引き継いで、メンバーの顔なじみのお店に行き、いつの間にやらハ

チャメチャの状態になって、脱ぎだす者、踊りだす者、歌う者と、

若さのエネルギーの大爆発という感じで、これからのフロンティア

クラブに可能性を大いに感じさせて頂きました。この有様を見なが

ら、僕たちもクラブが出来た時のことを思い出し、そういえば似たよ

うな状態だったことを思い出しました。 

 中締めの後、僕たち３人で、一杯やりに行き、１時過ぎまで口角

に泡を飛ばして語り合い、久しぶりに充実した一日を過ごせまし

た。フロンティアクラブに負けずに、我がプリンスクラブも来年を見

据えてメンバー増強に励みたいものですね。 



２０１6/12/23 

小野 敏明 

去る23日（金・祝）に12月第2例会クリスマス例会がグランドプリンスホテル

京都地下一階ローズルームにて盛大に開催された。メンバー、メネット、ゲス

ト、コメットにマゴメットを合わせて総勢46名の賑やかな例会となりました。 

例年のクリスマス例会では、各メンバーが家族単位で楽しめる企画が主で

すが、今期のクリスマス例会は、岡西ドライバー委員長の計らいで本格的な

礼拝形式が取り入れられた。 

コメット・マゴメットによるキャンドルサービスから始まったクリスマス礼拝。美

しいティンバロの前奏から、兼松豊牧師による開会祈祷、聖書朗読、またティ

ンバロの伴奏による讃美歌の斉唱など、例会場が教会に思えるほどの本格

的なクリスマス礼拝を体験させて頂いた。私自身、初めての経験であり、また

家族にとっても始めての経験。クリスマスとは【=サンタさん=ケーキ＝プレゼン

ト】のような流れしか経験していない私の愚息にとっては、厳かな雰囲気の中

で執り行われた礼拝はとても貴重な経験になったと思います。 

また、食事はバイキング形式を取り入れ、アルコール飲料のみドリンクチ

ケット製を導入。これらも例年にはない例会運営で、参加費を抑制する事に

より、多くの家族が参加し易い例会になったと思います。 

多くのコメット・マゴメットが毎年楽しみにしているサンタさんも登場。年齢と

性別を考慮されたプレゼントに子供たちは大喜びでした。また兼松牧師の

ショータイムでは、大人から子供までが楽しめるゲームを披露していただき、

最後は少し疲れましたが、一同で大いに盛り上がりました。私事ですが、最

後のお楽しみ抽選会にて毎年恒例の【グランドプリンスホテル京都のフレン

チレストランペアディナー券】が見事当選。クリスマス例会は10度目の参加で

すが、初めての経験でした。来年はよい年になりそうな予感です。 

最後になりましたが、今回のクリスマス例会を企画いただいたドライバー委

員会の皆様、大変お疲れさまでした。クラブ予算が逼迫する中で、とてもよく

考えられたとても楽しいクリスマス例会でした（岡西委員長の無

茶振りも炸裂しておりましたが・・・・）。家族を中心にした、とても

心温まるクリスマス例会を有難うございました。 

１２月第二例会   クリスマス例会                                



１．リトリートセンター進入道路及び橋の工事実施に

ついて            
リトリートセンターでは皆様により安全にご利用いた

だけるように次の工事を実施しています。工事期間中

は、センター内へは車の進入（徒歩で通行は可能）が

できません。大変ご迷惑をおかけすることとなります

が、リトリートセンターをより安全に利用していただ

くための工事ですので、何卒ご理解、ご協力をお願い

申し上げます。 

実施期間：2016年12月～2017年2月（予定） 

工事個所：①リトリートセンター進入道路付近の橋の

付替え工事 ②リトリートセンター入口進入道路の改

良工事 

なお、工事期間中も徒歩でセンターに入ることができ

ます。リトリートセンターをご利用の場合は、一度事

務局までお問い合わせください。 

（TEL）075-231-4388 

 

２．私とわたしの災害支援      
近年相次いでいる自然災害。防災対策を考えるうえで、自

分自身を守るために備える「自助」や、家族や地域で助け

合う「共助」の考え方が広まりつつあります。自然災害に対

し、私たちはどう向き合い、自分自身や地域のために何が

できるのか、２名の報告者をお招きし、個人と災害支援の

向き合い方を考えます。ぜひご参加ください。 

日時：２０１７年１ 月１４日（土） 午後２時 ～４時 

場所：京都ＹＭＣＡ三条本館 ２０４号室 

報告者：大野 勉 氏（神戸ポートワイズメンズクラブ所属） 

阿部 一雄 氏（名古屋グランパスワイズメンズクラブ所属） 

参 加 費：３００円（当日、受付にてお支払いください。） 

お問合せ・お申込み： 京都ＹＭＣＡ 

（ＴＥＬ）075-231-4388／（ＦＡＸ）075-251-0970 

（Ｅ-ｍａｉｌ）kyoto@ymcajapan.org 

 

３．ネパールチャリティーバザー   
ネパールＹＭＣＡが運営する児童養護施設の支援のため

にネパールチャリティーバザーを開催します。 

世界の料理が味わえる屋台やバザー、ネパール文化とふ

れあえるイベントも企画中です。収益金はネパールＹＭＣＡ

の児童養護施設の支援のために使われます。バザーの商

品のご提供にもぜひご協力をお願いいたします。 

日 時：２月５日（日）午前１１時～午後３時 

お問合せ：京都ＹＭＣＡ （ＴＥＬ）075-231-4388 

 

４．春のキャンプ・スイミング・体操 申込受付中   
春のキャンプ：京都ＹＭＣＡアウトドア事務局 

（ＴＥＬ）075-231-4388 

春のスイミング・体操：京都ＹＭＣＡウエルネスセンタ 

（TEL）075-255-4709 

報告事項 

●CSチャリティーボーリング２月２６日開催 

１月２０日申込締め切り 

●TOF例会を、１月第二例会とする 

●田中ワイズ 正会員として１月より復帰さ

れます。 

 

承認された事項 

●新年r会登録費 メン：3,000円  

メネット・メンバー候補：7,000円 

ゲスト：10,000円 

 1月  １月 スケジュール 

１５日  今西 英隆 

１９日  森 伸二郎 

２２日  宇高 史昭  

12月度 役員会報告 

 ７日(土) 第一例会     

   19:00  グランドプリンスホテル 

１８日(水) 第二例会 ＴＯＦ 

   19:00 グランドプリンスホテル 

２５日(水) 役員会 

   19:30 京都ＹＭＣＡ 

 

   

明けましておめでとうございま

す。皆さんは今年の抱負など

はお決めになりましたか？私

の抱負は“余裕を持つ！”で

す。昨年は「忙しい」が口癖と

なってしまってましたが、今年

は心に余裕を持つ1年にした

いと思っています。 
それでは今年もどうぞ宜しくお

願いいたします！ 

編集後記 

マイ・マイ＆ファミリー冬キャンプ in 花脊  
期間 ２月１１日（土・祝）～１２日（日） 

場所 京都市花脊山の家（京都市左京区花脊別所町） 

集合 午前１０時京福電鉄出町柳駅前公園「マイ・マイ」のぼり旗を目印に集合 

   午前１０時１５分頃発(京都バス利用)【現地到着午前１１時半頃の予定】 

解散 翌日午後３時３０分頃集合場所と同じ 【現地発午後２時の予定】 

主なプログラム 

 ①日目 雪遊び、屋内ゲーム・スタンツ大会、星空観察 

 ②日目 焼き芋づくり、凧あげ など 

  ※天候により変更する場合があります。 

参加費  幼児 ２,６００円、小中学生 ４,０００円、高校生 ５,３００円 

     大人 ７,０００円 （４食宿泊費、貸切バス代、保険料含む） 

申込締切り（京都ＹＭＣＡ受付） ２月６日（月）まで 


