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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 

『 ＣＳ主任として思うこと 』 

会長主題 

１日(水) 通常例会 

京都市立病院泌尿器科

の清川岳彦先生をお迎

えして、歳を重ねるとなり

やすい病気についてお

聞きします。 

 

１５日(水) 通常例会  

ディベート討論会を企画

しています。お題が何か

楽しみですね。 

２月 例会案内 

例会出席 

１月第一例会   １１名 

１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 

           0円 

                                

 

累 計       367,372円 

１月第一例会       0円 

１月第二例会    8,000円 

累 計      25,000円 

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

 新年あけましておめでとうございます。 

このブリテンを見られるは２月なので時期はずれていると思いますが･･･。本年もよろしく

お願い申し上げます。 

2016年は、私にとって混乱の１年でした。熊本地震後、施設を開放し障害者の避難所

として運営した４月。熊本市全域の障害者宅を個別訪問しながらニーズ調査の５月、６

月。７月からは避難所支援。８月からは、避難所閉鎖に向けた支援。そして、現在は仮

設住宅の方への支援。目のあたりにしながら駆け回る１年でした。 

見た目では復興に向けて動き出しているものの、未だ路頭に迷われている方もおり、

本当の意味での復興支援は、今からはじまると感じています。特にこれからは、心のケア

が必要だと感じているところです。 

さて、地域奉仕・環境事業主任というお役目を頂き半年経ちました。地域奉仕につい

て、いろいろと考えるきっかけになった半年でもあったと思います。熊本地震と向き合っ

た時。地域の想いを具体化する事の大切さを感じました。できる事は、大した事ではな

いかもしれません。そこに一輪の花を咲かせるような活動のような気がします。でも、心あ

る人がそれを見た時に感じてもらい、一緒に活動を共にすることができれば…。 

ワイズメンズクラブ西日本区の皆さまの奉仕活動にもふれな

がら活動の大切さを実感したところです。皆さまのブリテンを見

ると各地で募金活動をして頂いています。本当に感謝申し上

げます。皆さまの活動がどれだけ私たちを元気づけられたこと

か。 

さぁ!!今期も残り半年です。今期を振り返りながら次期に向けた

準備がスタートします。その第１歩が、献金活動です。次期の

活動にその思いを託す。ワイズメンズクラブ１００年の歴史をつ

くる１ページとして、皆様の暖かいご支援の力として、ＣＳ献金、

ＦＦ献金、ＴＯＦ献金のご協力をお願い申し上げます。 

 
AARジャパンから物資の提供を頂いた時の写真 

西日本区地域奉仕・環境事業主任  福島 貴志 

泣きながら夜を過ごす人にも、喜びの歌と共に朝を迎えさせてくださる。 

詩編 30章6編 

ＴＯＦ・ＣＳ・ＦＦ 



２０１7/1/7 

澤田 哲平 

 １月第一例会は、新年例会にふさわしくプリンスホテルの離れにて開催さ

れました。残念ながら夜のため日本庭園を見ることはできませんでしたが、

数奇屋造りの茶寮で、贅沢に会席料理を戴きました。 

蒔田会長のゲストに友川様・谷口様、今西ワイズのゲスト岸様・押村様にお

越しいただきました。プリンスのメンバーで欠席された方がいましたが、ゲス

トの4名様と蒔田会長のコメットの謙一さん、そして1月から復帰の田中ワイ

ズにご参加いただいた席は、とても賑やかとなりました。 

食事のあとは、新年らしくメンバー一人ずつ今年の抱負を述べてゆくこと

に。みなさん抱負はほどほどに、ゲストの方へクラブの魅力をアピール！み

たいになっていました（笑）でもメンバーのプリンス愛がホントに伝わる、いい

アピールタイムになっていたと思います。 

2時間の新年例会はあっと云う間に終わり、一部のメンバーとゲストの方で

祇園へ（もちろん飯尾ワイズを先頭に）。ここから時間の感覚が全くないので

すが、気がつけば、深夜の3時半。こんな時間まで飲むのは久々。とても楽

しい新年例会となりました。 

みなさま、残り半期もどうぞよろしくお願いいたします。 

１月第一例会    新年例会                      

２０１7/1/18 

宇高 史昭 １月第二例会   ＴＯＦ＆半期総会                                

１月１８日（水）午後７時から１月第２例会・半期総会を行いました。 

例会の冒頭、蒔田会長から全メンバーが“本気”を出して京都部会を成

功裡に終え、さらに続いてクラブ設立３０周年の今期にメンバー３０名を目

指す“プリンス３０”の活動を起ち上げた半年をふりかえり、まだ半期を残し

つつ、もう半期を過ぎたと感謝と激励が伝えられました。 

１３名のメンバーが出席した例会は、会則に定められた総会定足数１０名

を超え成立していることを確認した後、会長から、三村副委員長を議長に、

宇高書記が総会書記に指名され、総会はスタートしました。第１号議案とし

て各事業委員長からこれまでの半期の活動が報告され、予定どおり事業が

進められていることを確認し、承認されました。 

続いて、第２号議案として収支半期決算が今西会計から報告されました。

次いで三村京都部部会実行委員会会計から今期の部会の決算報告があ

り、田中ワイズからのお祝い金をわがクラブへの收入とすることを確認して、

7,458円の赤字で京都部へ報告することが承認されました。また、３０周年記

念事業に必要な経費１００万円を３０周年記念例会費として計上することと

し、一般からの参加を考えている記念講演会の経費を奉仕活動等に充てる

事業会計から４０万円、記念誌発行費は主にクラブの活動費に充

てる特別会計から６０万円、それぞれ予算措置することも提案、承

認され、半期収支決算は、会費の入金額とクラブ運営費を確認、

修正することで承認されました。 

最後に全議案が一部修正の上承認されたことを確認して、総会を

終えました。京都部部会の後、少し気持ちに中弛みもありました…

私だけ？…が、残り半期、みなさん「いつでも本気！」の決意新た

にメンバー増強に頑張りましょう。 
 

ＴＯＦでのカレー → 





１．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 

 

２．創立記念会員集会       
今、全国のＹＭＣＡでは、ＹＭＣＡブランドの再構築を進め

ています。その過程として昨年ブランドコンセプトが定めら

れました。今後京都ＹＭＣＡにおいても各事業をこのブラン

ドコンセプトに沿ったものとし、地域になくてはならない、地

域から求められる、「人と支援が集まる団体」として会員の

力を結集してゆかなければなりません。今年の会員集会

は、ブランドコンセプトの理解を深め、京都ＹＭＣＡのある

べき姿を共に考える会として開催します。皆さんの参加を

お待ちしています。 

日  時： ２月１０日（金）午後７時～９時 

テ ー マ ： 互いを認め合い、高め合う 「ポジティブネッ

ト」のある豊かな社会 

場 所： 京都ＹＭＣＡ 三条本館マナホール 

 

３．坂井画伯とたどる西洋絵画の世界   
京都ＹＭＣＡ会員・京都洛中ワイズメンズクラブ所属の日本

画家・坂井昇氏が、パリ・ルーブル美術館、ロンドン・ナショ

ナル美術館などヨーロッパの有名美術館の作品を検証し、

作品に描かれている世界をわかりやすく、西洋美術とかか

わりの深い聖書などの逸話を交えてお話しする西洋美術

入門講座です。 

日 時：２０１７年２月１７日（金）午後７時～８時 

場 所：京都ＹＭＣＡ 三条本館２０１号室 
参 加 費：無料 

 

４．第14回発達障がい児理解セミナー「将来、働くた

めに、今から獲得したいソーシャルスキルとは」    
子ども達が自立した大人を目指していくには、「子どもの個

性を生かす」「社会的スキルを身につける」という2つの成

長・教育の環境が必要です。学童期・思春期に、どのよう

な環境が必要なのか、就労支援の実践現場の事例から考

えていきます。 

日 時：２０１７年２月１８日（土）  

受 付：午前９時～  講 演：午前９時３０分～１１時４５分 

場 所：こどもみらい館 第１研修室（地下鉄「丸太町」から

徒歩３分） 

定 員：８０名 

参加費：１，５００円（当日、受付にてお支払いください。） 

 

５．平和のための開発教育セミナー  
今、日本を取り巻く世界は平和でしょうか。危機と不安の

中、社会、文化、経済そして自分を見つめなおし平和を考

える「平和のための開発教育セミナー」を開催します。 
日 時：２０１７年２月２５日（土）午前１０時～午
後４時３０分 ※部分参加可能 
場 所：京都ＹＭＣＡ 三条本館２０４号室 
定 員：２５名 ※小中学生のご参加はご相談ください。 

参 加 費：無料 

 
すべてのプログラムのお申込み・お問い合わせは、 

京都ＹＭＣＡまでお願いいたします。  

（ＴＥＬ）075-231-4388／（ＦＡＸ）075-251-0970 

（Ｅ-ｍａｉｌ）kyoto@ymcajapan.org 

報告事項 

●ネパールチャリティバザー 集合10：00 

 水ぎょうざを販売します。 終了15：00 

●ＣＳ年賀切手￥1500以上を集めます。 

●ＦＦ￥800以上をお願いします。 

●マイマイ冬キャンプのスタッフは、9：30京

福電鉄出町柳前の公園に集合してくださ

い。解散は、翌日の15：30の予定です。 

 

承認された事項 

● な  し 

 2月  2月 スケジュール 

 １日  廣井 武司 

１７日  岡西 博司 

1月度 役員会報告 

１日(水) 第一例会     

  19:00 グランドプリンスホテル 

５日(日) ネパールチャリティーバザー 

  11:00 京都ＹＭＣＡ 

11日(水)～12日(日) 

  10:00 マイマイ冬キャンプ 

         京都市花脊山の家 

15日(水) 第二例会 

  19:00 グランドプリンスホテル 

22日(水) 役員会 

  19:30 京都ＹＭＣＡ 

26日(日) ＣＳボーリング大会 

  15:00 しょうざんボール 

半期総会も終わり、もう折

り返し！と、ただただ時間

の早さに驚くばかり。広報

委員長としての務めもまだ

全然果たせておりません

が、残りの半期で追い上げ

ていきます！そして田中ワ

イズおかえりなさい！ 

編集後記 


