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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 

『 感謝の気持をＪＷＦに !! 』 

会長主題 

１日(水) 通常例会 

世界空手道選手権の覇

者、荒賀知子さんをお

迎えしての例会です。友

人を誘って出席してくだ

さい。 

２１日(火) 訪問例会 

ウエル クラブの例会に

参加します。例会場は

京都平安ホテルです。 

お間違えないように。 

３月 例会案内 

例会出席 

２月第一例会   １１名 

２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     22,500円 

累 計     22,500円 

           0円 

                                

 

累 計       367,372円 

２月第一例会       0円 

２月第二例会    6,000円 

累 計      31,000円 

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

 ハンドブック・メンバーシップ・ロースターの「ワイズ用語抜粋」にも書か

れていますが、西日本ワイズ基金は、ＪＷＦ（Japan West Y`s Men`s Fund）として、「西日本の

ワイズ運動の継続的奉仕活動を支えるための基金」で、1975年、故鈴木謙介国際会長が熱

海で第51回国際大会を開催するにあたり、日本区の会員による拠金と国際からの還付金と

が基になっています。 

 当初は「アタミ基金」として、9,252,420円から発足しました。その後「日本ワイズ基金」とな

り、1997年7月1日、日本区が東西に分割されたことに伴い分割譲与され、「西日本ワイズ基

金」となりました。 

 寄贈いただいた方の御芳名と、寄贈メッセージを記入する奉仕帳（写真）が備えられ、毎年

追加記帳されています。 

 ＪＷＦ管理委員長一年生の私ですが、奉仕帳を見せていただくと寄贈いただいた皆様の

メッセージから、その方がワイズメンズクラブに持っておられる強い思いが浮かんでまいりま

す。 

 区の役員就任記念、翌年には無事に役目が終えられたことへの感謝を込めて、記念例

会、新しい会員の入会記念、大きな事業成功記念、また、個人として部やクラブの役員就

任・退任記念、コメットやマゴメットの誕生・入学・卒業・結婚、メン・メネットの還暦、金婚式、

会社の事業創立記念、退職記念など様々な感謝の気持ちを込めて大切な献金をいただい

ております。今期もすでに３２万円を超える献金をいただきました。 

 西日本ワイズ基金は西日本区役員会で審議・承認された後、ＪＷＦ管理委員会で更に慎重

審議し、全員の賛成を以て予算が支出されるようになっています。 

 西日本区は１９９７年に発足以来、２０年にわたり会員数が減少し続け、合わせて会員の高

齢化が進んでいます。会員の増強が急務です。森田惠三ワイズ（京都ウエストクラブ）を委員

長に、現理事、直前理事、次期理事も含めた「ワイズ将来構想特別委員会」が発足しまし

た。冒頭書かせて頂きましたとおり、「西日本のワイズ運動の継続的奉仕活動を支えるため

の基金」の出番があるかもしれません。 

 京都プリンスクラブの皆様もＪＷＦへのご理解をさらに深めて頂ければ幸いでございます。

末筆ながら貴クラブが益々元気でご活躍されることを祈念いたします。 

西日本区ＪＷＦ管理委員長  森本 榮三  

無垢であろうと努め、まっすぐに見ようとせよ。 平和な人には未来がある。 

詩編37編37節 

ＥＦ・ＪＷＦ 



２０１7/2/1 

椹木 徳子 

２月第一例会は、京都部部長の公式訪問とゲストスピーカーの講演でし

た。プリンスメンバーの他に、廣井部長、太田Yサ主査、久保田EMC主査、

ゲストスピーカー、メンバー候補の森田様、ウイングの奥村ワイズ、京都市

立病院から中島様の参加をいただき、合わせて２０名の会になりました。 

京都部部長は我がプリンスクラブの廣井部長、お互いリラックスしながら、

部長、Yサ主査、EMC主査のスピーチを聞きました。 

今日のゲストスピーカーは、京都市立病院の泌尿器科部長、清川岳彦医

師です。中高年の男性メンバーが多いので（若いメンバーも将来のために

聞いて損はないはず）、泌尿器科治療の最前線、特に前立腺疾患を中心

にお話していただきました。 

まず、①前立腺とは何でしょう？②前立腺がんは増えつづけています。

③前立腺がんの治療は？④ロボット手術の未来は？という項目で、素人に

もわかりやすく、ところどことまとめを入れながらお話していただきました。 

 精密検査や手術の説明では、生々しい映像もあって「うわー」という声も聞

かれましたが、ロボットの機器購入・メンテナンスの高額さや、現在はアメリカ

でしか製造されていないくだりでは、某大統領の就任後の行動とあいまって

「ほー」の声も。ロボット手術の欠点は、触覚のフィードバックがないことであ

るというお話を聞いて、ロボットという最新の機器を使っても、外科医として

手先の感覚を大切にしている思いが伝わってきました。 

 先生がメンバーに伝えたかったのは、前立腺がんは血液検査で早期に発

見できること、早期に発見すれば生存率も高く、満足な生活も維持できるこ

と、そして、病気になって治療法を選択するにあたり、自分がこれからの人

生をどう生きたいかの価値観もかかわってくるという事ではないかと思いま

す。ありがとうございました。 

2月第一例会                          

２０１7/2/15 

澤田 哲平 2月第二例会                                   

 第二例会では、ディベートが行われました。まず手始めに、「女性が電車

内で化粧をすることについて」をテーマに議論。本音とは別に、向かって右

の席に座るメンバーが否定・左の席が肯定の意見を言うという立場に分か

れ、色々と意見を出し合いました。テーマがテーマなだけに、肯定派が押さ

れ気味（笑）… 身だしなみを公共の場ですべきではない、という否定派の

意見に対し、化粧をする姿を見るのは楽しい（？）、という何ら説得力のない

肯定派の反論。10分程度の議論でしたが、とても盛り上がり、良いウォーミ

ングアップになったかと思います。 

 そして、本題である「トランプ大統領は是か非か」へ。全てを肯定・否定で

きないということで、テーブルは別けず、それぞれに意見を出し合いました。 

 肯定的な意見としては、思ったことをハッキリと言う・ビジネスマンとしての

経験を期待する、という部分。否定的意見は、人種差別に関する発言やそ

もそも大統領としての資質があるのかどうか。このような意見が出されました

が、やはり皆さん期待半分、不安半分といったところでしょうか。 新政権発

足から100日間は「ハネムーン期間」と言われ、その間、政権への批判は控

えるというのがアメリカでの慣習だそうです。 

 テレビをつければ、トランプ大統領に対する否定的な報道が連日されて

おりますが、世界に良い影響を与える大統領かどうなのか、暫し注視してい

きたいと思います。 



２０１7/2/11-12 

森 伸二郎 

 この冬のマイマイキャンプは、花脊山の家で開催。ファミリー１組を含めてキャン

パー１６人、高校生リーダ2人、ワイズメン６人の計２４人の参加。 

 到着した花脊山の家は、数日前からの雪で5～60ｃｍの積雪。雪国の中にありま

した。そして子供たちは、雪、雪、雪の中での遊びに大満足の二日間。 

 薪を燃やしてその中で焼いた焼き芋、長い竹ひごの先にマシュマロをさして焼き

マシュマロ。朝ご飯を食べて間のない時間でしたが、子供たちは「おいしい、おい

しい」と言いながら食べていました。 

 残念ながら天体観望は、雪がちらつき室内でのビデオ上映。地球から宇宙へ飛

び出し太陽系から銀河系へと宇宙旅に出かけました。そのあと、グループに分か

れての発表会。なぞなぞクイズとシンデレラ姫の寸劇。女の子が「恋ダンス」を披露

してくれました。 

 とにかく雪がいっぱいで、冬キャンプを満足して帰ってきました。 

  

2017マイマイ冬キャンプ                          

2月第二例会                                   

 ネパールYMCAが運営する児童養護施設支援募金活動を目的とする２０１７ネ

パールチャリティーバザーが、２月５日午前１１時より京都YMCA三条本館１・２Ｆ

で、広く一般市民も対象にして神崎清一総主事の開会宣言で開会しました。 

 生憎当日は朝から冷たい雨が降り、一般来場者の参加が心配されましたが、会

場内は国際協力専門委員会を中心に参加クラブのワイズや、留学生等の熱気で

寒さを吹き飛ばしました。 

 開会セレモニーでは、児童養護施設の子供達の日常生活を写真で紹介。神戸

YMCAからのネパール人の留学生を招いて、文化・芸術・教育等の話をして頂き、

特に女子留学生の煌びやかな民族衣装で華やかさを演出して頂き、会場内の雰

囲気が盛り上がりました。 

 今回もプリンスクラブは水餃子を廣井・飯尾・斎藤の三名で出店致しました。 

他のワイズクラブはチジミ（ウィング）野菜販売（京都）の計三店でいたが、出店協

力としてカレー、ナン、フォー、ネパール料理、チャイ、チュロス、コーヒーの屋台が

あり、アジアの食事を堪能できました。また体験コーナーとして、ネイルアート、マッ

サージ、ヘナタトウー、買い物はバザー、ネパール雑貨の出店が有り、参加者の

笑顔が溢れていました。 

 午後３時高田敏尚委員の閉会宣言で無事閉会致しました。 

 雨水の2月18日(土)を過ぎ春一番も吹きましたが、雪もちらつく日もあり寒暖定かならぬ日々が続くこの頃で

す。さて森ワイズのお声掛かりで私のワイズ復帰を喜ぶ会の昼食会を2月20日(月)開いて頂きました。皆様お忙し

いところ蒔田会長始め三村･森･飯尾･宇高･澤井各ワイズがお集まり頂き感謝申し上げます。 

 ところが話が途中から変わって来ました。森ワイズから次次年度の会長を引き受

けて欲しいとの思いも寄らない事が出てきました。今現在は癌からの回復途中で体

調も日により変動しており、まして声帯を切除してコミュニケーションに苦労してい

ます。しかし昨年１月に次期会長を病気で辞退して蒔田会長始めプリンスワイズメン

ズクラブにご迷惑をおかけしましたので大変悩む話です。ただ下咽頭･リンパ癌なの

で再発が十分あり得るのでペット検査の結果が3月2日に府立医大で判りますので、

その結果を待って考えたいと思っております。            田中邦昭 

２０１7/2/５ 

斎藤 謙治 



 ９日(木)は、年に一度のユース事業、山手学舎(東京ＹＭＣＡ男子学生

寮)の舎生との「学舎ナベ例会」を開催。ゲスト・ビジターを含め３０名程

の参加でワイワイガヤガヤ楽しい時間を持ちました。 

 皆さまのお近くで東京で部屋を捜しておられる方をご存知の方は、ぜひご紹介ください。高田馬場で早稲田の近

く。２人部屋ですが、男ばかり１４名の学生寮です。独立採算で、サンライズも応援しています。 

 １１日(木)は、あずさ部第二回安兵衛評議会を山手センターでホスト、６０名程の参加でした。あずさ部の評議会は、毎

回必ずネーミングをしています。今回は２月１１日が中山(堀部)安兵衛が、高田馬場で仇討ちの助太刀をした日に当た

るので「安兵衛評議会」とネーミングしました。また、あずさ部では評議会の後に必ず二次会の設定がホストクラブの

義務になっていますので、二次会、三次会を設定し、出席者の期待に応えました。二次会には３０名を超える参加者が

ありました。残念ながら私は大風邪を引いて欠席してしまいました。 

１．第１３回インターナショナル・チャリティーラン参加・協

賛・ボランティア申込開始              
３月６日（月）より第１３回インターナショナル・チャリティー

ランの参加・協賛・ボランティア申込受付を開始します。ご

協力よろしくお願いします。参加申込みは、リーフレットの

専用振替払込用紙に必要事項をご記入の上、京都ＹＭＣ

Ａ三条本館１Ｆ窓口にてお手続きいただくか、大会ＨＰ

（http://kyotoymca.or.jp/c-run）のメールフォームよりお申

込みください。協賛お申込みは、リーフレット同封の協賛申

込書にご記入の上、京都ＹＭＣＡ三条本館１階窓口にてお

手続きください。また、今大会から、大会運営をお手伝いく

ださる一般のボランティアも募集しています。ご家族、ご友

人、お知り合いの方にぜひお声かけください。 

 

２．第２８回全国車いす駅伝競走大会        
宝ヶ池国際会館前を出発、西京極競技場までの２１．３Ｋ 

ｍを５つの区間に分けて駅伝を行います。ワイズメンズク 

ラブのボランティアが、各中継所及び西京極競技場での選 

手の介助をボランティアで行います。 

日時：2017年３月12日(日) 

    午前８時～午後２時(雨天決行) 

場所：（集合）宝ヶ池グランドプリンスホテル１階ロビ 

    （解散）西京極競技場 

３．第４回Ｔｈｅ Ｙ ｃｕｐ京都ミニバスケットボール大会 
今年で４回目になるＴｈｅ Ｙ ｃｕｐ京都ミニバスケットボール 

大会を下記の日程で開催します。 

日時：2017年３月18日（土）19日（日）  

    午前８時45分 ～ 午後５時まで 

会場：京都市横大路運動公園体育館 

 

４．総主事就退任式   
すでにお知らせさしておりますように、総主事 神﨑清一が 

３月３１日で退任し、後任として加藤俊明が４月１日付で第 

１２第総主事に就任します。総主事就退任式ならびに感謝 

と励ましの会を行います。 

［就退任式］ 

日時：2017年３月20日（月・祝）午後２時 ～ 

場所：ウィングス京都 イベントホール 

［感謝と励ましの会／茶話会］ 

日時：2017年３月20日（月・祝）午後４時 ～ ５時３０分 

場所：京都ＹＭＣＡ三条本館 

  
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 

●3/4(土)ウェスティン都ホテルにて京都部

メネット会が開催されます。テーマ「子供たち

の未来のために」 

●チャリティーランでの出店は、昨年と同じく

調理パンを170食販売します。 

●６月３・４日埼玉県川越市にて東日本区大

会が開催されます。参加者は書記まで申し

出てください。 

●盲導犬協会への寄付は、4月第二例会に

て行う 

 

承認された事項 

● な  し 

 3月  3月 スケジュール 

 ９日  西村 博 

１６日  三村 良行 

2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 

４日(土) 京都部メネット会 

  15:00  ウェスティン都ホテル 

11日(土) 卒業リーダー祝会 

     京都ＹＭＣＡ 

18日(土)～19日(日) 

  13:00 次期会長主査研修会 

         大阪コロナホテル 

21日(火) 第二例会 

  19:00 京都平安ホテル 

29日(水) 役員会 

  19:30 京都ＹＭＣＡ 

 

初の試みという第二例会の

ディペート。私自身、否定

的な見方をしていました

が、肯定的な意見を聞く

と、なるほどという部分も

ありました。 

また違ったテーマでディ

ベート例会をしてみたいで

すね。 

編集後記 


