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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 

会長主題 

９日(日) ファミリー例会 

入口の橋が改修された

リトリートセンターで、開

催いたします。ピザ＆

BBQ、お楽しみに。 

１９日(水) 記念例会 

通常例会の形式で、設

立30周年をお祝いする

例会です。みんなで30
年にわたるプリンスの活

動を顧みましょう。 

４月 例会案内 

例会出席 

３月第一例会   １２名 

３月第二例会   １２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         0円 

累 計     22,500円 

           0円 

                                

 

累 計       367,372円 

３月第一例会       0円 

３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 

 西日本区の皆さまの日頃のYMCAへのご奉仕とユースの育成へのご支援に心より

感謝申し上げます。 

 西日本各部のYYYフォーラムに参加させて頂いて感じることは、ワイズの皆さまが、

心からYMCAを愛しておられること、ユースを温かなまなざしで支援されているという

ことです。それは凄いエネルギーです。一方、新しく入会されたワイズの中には、

YMCA体験が無く、YMCAをあまりご存じではないワイズもおられます。また、ワイズを

知らないユースやYMCA職員も存在します。 

 

      YYY＝Y（ワイズ）・Y（ユース）・Y（YMCA） 

 

この３者が相互理解する機会の一つがYYYフォーラムです。そのような意味でYYY

フォーラムをこれからも大切にしたいものです。 

 ユースやYMCA職員にワイズを理解してもらう機会として、例会にユースリーダーや

YMCAの若い職員を招待されるのも良い取り組みだと思います。これからもYYY相互

のコミュニケーションを大切にしましょう！ 

西日本区Ｙサ・ユース事業主任  堤 弘雄  

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 

Ｙサ・ＡＳＦ 

『 大切にしたいワイズ・ユース 

          YMCAの相互理解 』 



２０１7/3/1 

澤田 哲平 

 第一例会には、空手世界大会2連覇を成し遂げられた荒賀知子様をゲストス

ピーカーに迎え、貴重なお話をしていただきました。世界チャンピオンがゲストとい

うことで、他クラブやゲストの方にもたくさんお越しいただき、総勢３０名、とても賑や

かな例会となりました。 

 ご両親が空手道場を経営され、幼少の頃からの厳しい練習の日々や思春期の

葛藤、そして世界大会2連覇、引退後は指導者というこれまでの道のりを1時間に

渡り、お話しいただきました。世界の頂点に立つということは才能溢れる人が成し

遂げるもの、と決め付けてしまいがちですが、荒賀さんのお話を聞いていると、そ

れは全くの間違いで、想像を絶する努力や辛い練習を長い間積み重ね、そこでよ

うやく勝ち取った世界一だということがよく分かりました。 

 現在は指導者として、後進の育成に当たられているとこのとですが、生徒に対

し、教える側が「本気」にならないと思いは伝わらない、と。今期の会長主題である

「いつでも本気」とあわせ、本気という言葉の意味をより噛締めたような気がします。 

 そして最後に、弟の荒賀龍太郎さんも2020年に行われる東京オリンピックの空手

金メダル候補として、名前が挙がっているそうです。初の正式種目での日本人金メ

ダリスト、とても楽しみですね。 

3月第一例会                          

２０１7/３/21 

三村 良行 3月第二例会                                   

 ３月第2例会は、年に一度京都ウェルクラブのホーム例会場である京都平安ホテ

ルで開催されました。 

 ウェルクラブとの（合同例会・ＥＭＣアワー）のプログラムでゲストスピーカーには

京都ＺＥＲＯクラブメンバーで元京都市動物園園長、秋久成人ワイズより［命の大

切さ］～動物から伝わること～と題してご自身の体験談を講演いただき、様々な角

度から動物たち、京都市動物園の歴史、施設のこと秋久ワイズが京都市第二中央

市場食肉センターの職員として携われた経験から日本における食の安全などを講

演いただき新たな見聞を広めることができ感謝します。 

 当日ビジターで京都クラブ会長三保ワイズ、京都洛中クラブ会長竹山ワイズ、京

都ＺＥＲＯクラブより高倉、西村、宮越ワイズも参加いただきました。閉会挨拶及び

閉会点鐘は連続ニコニコタイム更新中の当クラブ会長蒔田ワイズが行いました。 

 急なトラブルで欠席された澤田ブリテン委員長、トラブルが大事にならずよかった

ですね！ 

京都部メネット会の報告                       森  節子 

 ３月4日、ウエスティン都ホテルにおいて、京都部メネット会が、京都部国際交流

事業とゾンタクラブとの合同で行われました。 

一部では、ノートルダム学院小学校名誉校長、シスターベアトリス田中範子様の講

演がありました。「子供たちの未来のためにあなたはどんな背中をみせますか。」を

テーマにお話をされました。子供たちの未来のために、してはいけないこと、しなく

てはいけないことを具体的にお話されました。心無い言葉で、簡単に子供を傷つ

けたりしてはいけない。（大学講師の福島出身の学生への発言を例にあげられま

した。）常に暖かく子供たちへの声掛けを忘れない。大人のよき背中を見せること

など、子供たちが成長していく助けを大人がしていく必要をお話されました。 

そのあと、ノートルダム学院小学校合唱クラブのミニコンサートが催され、子供たち

の澄み切った美しい歌声に心洗われる思いでした。 

二部の懇親会も楽しい時間であったと聞いております。 

プリンスクラブからはメネット3人とメンが4人の出席でした。六甲部から西日本区次

期理事の大野ワイズとメネット、九州部から現メネット主任の亀浦メネットはじめ役

員の方々の出席があり、熊本のふりかけやスープの販売も大盛況でした。西村京

都部メネット主査の入院中ではありましたが、意義ある会となりました。 



朝から春の日差しが注ぐ２月２６日・日曜日、しょうざんボウルで恒例の京都部

チャリティーボウリング大会が開かれました。わがプリンスクラブは、昨年に続き、団

体優勝を目指し、クラブの精鋭７名と２ファミリーが参加しました。 

各クラブ対抗で準優勝の成績を残した小野ワイズとファミリー、個人６０位獲得の

今西ワイズとファミリー、個人第２位で団体の成績に大きく貢献した岡西ワイズ、後

半疲れたと言われながらハンディ３０は不要では？との声がささやかれた広井ワイ

ズ、確実にスコアを残された飯尾ワイズ、パワーボウリングを見せつけた澤田ワイ

ズ、スコアよりレーンに笑いを残した私、宇高が年１回のボウリングを楽しみました。 

 結果は…もちろん今年も団体優勝を勝ち取りました。疲れも吹っ飛ぶ成績を残

し、年齢を巧にハンディに活用するプリンスクラブの知恵と技の底力を見せつけた

ボウリング大会でした。 

好天に恵まれた3月12日(日)午後、京都ＹＭＣＡ卒業リーダー祝会が三条本館

で開催されました。 

京都ＹＭＣＡのスタッフ、現役リーダー、在京のワイズメンズクラブの代表、京都

ＹＭＣＡ会員・委員が集まり、今春卒業する学生ボランティアリーダー１４名のお祝

いとこれまでの働きへの感謝のひとときが持たれました。 

第1部の礼拝では、リーダーのＯＢでもある兼松豊牧師から奨励を頂き、第二部

では亀井京都ＹＭＣＡ理事長の後、廣井京都部部長のウイットに富んだ祝辞、そ

して在京ワイズメンズクラブから卒業文集を贈呈しました。出席した卒業リーダーか

らは、一人づつ活動の思い出や現役のリーダー達に激励のスピーチを語ってくれ

ました。 

第3部祝賀パーティーでは、今回卒業するリーダーや今春退職するスタッフのマ

リネ(渡邉文子さん)の活動中の思い出写真のスライドショーが流され、終始歌と共

に多くの笑顔で会場内はあふれていました。スライドからは子供たちの歓声が聞こ

えてきそうな…４１年前の自分を思い返す時間でした。卒業リーダーの皆様、おめ

でとう、そしてお疲れ様でした。 

西日本区次期会長・主査研修会 
 3月18日(土)～19日(日)一泊二日で、新大阪駅近くの大阪コロナホテルにおい

て開催された西日本区の次期会長・主査研修会に出席しました。 

 土曜日の午後1時から翌日曜日午後3時まで、みっちり缶詰め研修でした。次期

西日本区の役員紹介、大野勉次期理事の主題・活動方針や次期事業主任による

活動方針の説明から始まり、会長の役割、事務手続き等の講義など、私にとって

は全て新鮮なことばかりでした。最近、ようやくワイズの活動の横文字略語に慣

れてきたところでしたが、さらに新しい言葉を知り、また別世界に踏み込んだ有意義な2日間を過ごさせても

らいました。 さらに、夜の懇親会や懇談会で京都部次期の三役、事業主査や他クラブの会長の方々と出会え

たワイズメンズクラブ駆け出しの私にはかけがえのない機会でもありました。 

 今回初めて知ったことは、2022年にはワイズ100周年を迎えることでした。また、一世紀にわたる活動成果

と共に、次の世代への活動の橋渡しが大きな課題となっていることも知りました。自分自身のことを振り返っ

ても、まだまだ自分は若いとどこかで思っているところがあります。新しい仲間が新しい会員を誘っていく会

員拡大、行動が喫緊の問題であり、そのためにクラブの例会、活動がメンバー一人ひとり満足できるもの、新

しい人を引き込めるものにしていくことが重要であることに気づかされました。 

 今回の研修会で最も印象に残ったことは、広島クラブの益国ワイズからクラブ会長のメッセージでした。ク

ラブの会長は、新しいことを試してみること、そのためにやってきたことのいくつかはやめることという奨め

を受けました。今日の目標は明日のマンネリ、明日は今日と違う、だからいつも自分を変える行動をと軽妙に

熱く語られました。間もなく次期会長を務めさせて頂きますが、この言葉は私には励ましとなり、少し不安を拭

えるものになりました。感謝。                         （報告 宇高 史昭） 

京都部チャリティーボーリング                宇高 史昭 

京都ＹＭＣＡ卒業リーダー祝会              宇高 史



 ３月２５日(土)の第二例会は恒例の「お散歩例会」でした。 
 今回は飯田橋駅に１２時に集合して、まずは蕎麦屋でガソリ

ン補給。江戸城内堀の外側、牛込台地の階段と坂道と裏路地を歩きました。 
 江戸城の西側と北側には台地が多く、結構魅力的な坂道と階段が数多くあります。今回はその中で

も神楽坂の花柳界の裏路地や階段を辿り、牛込台地を南に行ったり北に戻ったり、登ったり下ったり

しながら早稲田まで歩き、いつもの通り打ち上げで遅くまで盛り上がっての解散となりました。 

１．夜桜フェスタ               
今年の夜桜フェスタは、リトリートセンター開設５０

周年を記念して行います。春の香り漂う自然を感じつ

つ、ライトアップされた幻想的な八重桜をお楽しみく

ださい。また、２０１６年１２月から行われていた架

橋改修工事の完成式典も行います。ぜひご参加くださ

い。 

日時：４月１６日（日）午後４時～７時 

会場：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/名 

    小学生 1,000円/名  幼児 無料 

チケット販売：京都ＹＭＣＡ三条本館１Ｆ窓口 

お問合せ：（TEL）075-231-4388（FAX）075-251-0970 

(E-Mail）ritcen@kyotoymca.org 

※無料送迎バスもあり（定員になり次第締切） 

※国際協力チャリティーバザーにご寄贈いただける物

品を受け付けています。（未使用品でお願いしま

す。） 

２．第１３回インターナショナル・チャリティー

ラン参加・協賛申込 受付中      
今年で第１３回を迎えるチャリティーラン、今年は 

５月２１日（日）に開催いたします。 

チャリティーランで集められた支援金は、全国の 

ＹＭＣＡや京都ＹＭＣＡが行う障がいのある子どもた 

ちのためのプログラムに用いられます。ただ今、参 

加・協賛のお申込みを受付中です。多くのご参加、ご 

協力お願いいたします。 

参加申込…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ＹＭＣＡ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。 

協賛申込…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。 

お問合せ：TEL）075-231-4388（FAX）075-251-0970 

(E-Mail）c-run@kyotoymca.org 

報告事項 

●夜桜フェスタは、チケット販売にて協力。 

●設立30周年例会に関西盲導犬協会を招

待して、寄付金贈呈をする。 

●今年も4月29日にサバエキャンプ場にて、

飯盒のご飯を食べよう会を開催しますので、 

ファミリーでご参加ください。 

●神戸ポートクラブより新玉ねぎファンドの

案内がありました。ご協力ください。 

 

承認された事項 

●ファミリー例会登録費 メン：無料 

メネット・ゲスト：3000円  コメット：1000円 

 4月  ４月 スケジュール 

２４日  毛利 隆志 

３月度 役員会報告 

９日(日) ファミリー例会     

   9:00 宇治リトリートセンター 

19日(水) 設立３０周年例会 

  19:00 グランドプリンスホテル 

23日(日) リトセン夜桜フェスタ 

  15:00  宇治リトリートセンター 

26日(水) 役員会 

  19:30 京都ＹＭＣＡ 

 

   

そう言えば3月で、入会して

から2年目となりました。時

間が過ぎるのが早すぎる！

と感じながらも、なぜだか

プリンスに関しては、まだ

丸1年か、もっといるような

気がするな、というのが正

直なところです。 

あと先日の例会ではご心配

をおかけしました！申し訳

ございません。 

編集後記 


