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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 

１０日(水) 第一例会 

京都ＹＭＣＡを退任され

ＹＭＣＡ同盟へ行かれ

る神埼清一様よりお話を

伺います。 

２１日(日) 第二例会  

第●回かもがわチャリ

ティーラン。今年も調理

パンを１７０食販売いたし

ます。長谷川の美味しい

お弁当付きです。 

５月 例会案内 

例会出席 

４月第一例会    ９名 

４月第二例会   １１名 

在籍者数     １５名 

メーキャップ    ３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 

玉ねぎファンド 0円 

                                

 

累 計       367,372円 

４月第一例会       0円 

４月第二例会        0円 

累 計      31,000円 

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

西日本区に於いてワイズリーダーシップ開発委員（ＬＤ委員会）と称しています。しかし、ワ

イズメンズクラブに於いて用語だけをとらえるとリーダートレーニング略してＬＴと言うのが一般

的です。ではなぜ西日本区ではＬＤ委員会と成ったのでしょうか。 

 遡る事1994年岡本尚男（京都キャピタル）日本区理事期にＬＤ委員会の前身であるワイズ

アカデミーが発足致しました。次期西日本区役員に成る皆様にスキルアップとワイズメンの

基本を普遍的に学問として学んで頂く機会を作る必要が有るという事で発足致しました。そ

の後、幾多の試行錯誤がなされ、2001年吉本貞一郎（熊本）西日本区理事の提唱によりワイ

ズリーダーシップ開発委員会（ＬＤ委員会）と名称変更し、2003年大野嘉宏（京都パレス）西

日本区理事期にワイズアカデミーよりＬＤ委員会へバトンが渡されました。ただ単に普遍的な

伝達事項だけじゃなく、デベロップメント（開発）、様々な意見や希望を取り入れ開発し続ける

委員会で無くてはならないと言う事からＬＤ委員会と命名されました。 

 先人が知恵を絞り作り上げられたＬＤ委員会、現在、私独自の理解としてＬＴ＆Ｄ委員会、

リーダーシップトレーニングそして開発、トレーニングに留まらずあらゆる意見交換を行い新

しいプログラムを若い委員と開発し続ける委員会で有りたいと思っております。 

 現在ＬＤ委員13名、オブザーバーに現理事次期理事、その他経験豊富なワイズメンの皆

様とで委員会を開催致しております。毎年１0月次期役員研修会、3月次期会長主査研修会

の実施、西日本区次期役員の皆様に有意義にお過ごし頂くため全員で知恵を絞り良いプロ

グラムにしてゆく努力を重ねております。 

 西日本区ＬＤ委員会委員はここで培った素晴らしいノウハウを備えております。ぜひ皆様

方のクラブトレーニングのお手伝いが出来ればと思っております。お気軽にお声がけ頂けれ

ば幸いです。Y’sly 

 

PS:皆様方の部やクラブからＬＤ委員候補をご紹介ください。 

委員資格は年齢50歳未満及び西日本区役員未経験者（クラブ会長経験者はＯＫ）です。 

 西日本区ワイズリーダーシップ開発委員会      船木 順司  

不当な苦しみを受けることになっても、神がそうお望みだとわきまえて苦痛を耐えるな

ら、それは御心に適うことなのです。 
ペトロの手紙一 ２章１９節  

『 ＬＴとＬＤ・・どう違うの？ 』 
Leader Training 



２０１7/4/9 

澤田 哲平 

 ４月９日、宇治のリトリートセンターでファミリー例会が行われました。 

 朝到着してもリトリートセンターに入れない! 食料を積んだ三村ワイズの車

が動かない！といったトラブルも起こりましたが、すぐに問題解決。リトリート

センターに入れた頃には大降りだった雨も小雨に。窯で焼く本格的なピザ、

チキンの丸焼き、スモーク料理、バーベキューなどの準備をスタートしまし

た。 

 ピザを釜で焼くというのは初めての体験ですが、釜の中で炎を上げる薪を

見てるだけでも楽しいものですね。1時間半ぐらい釜を温めたところで、子供

たちがトッピングしてくれたピザを焼いていきます。焼くのに必死で、気づい

た頃にはピザは完売、1切れも食べれなかった！その後皆でBBQやチキン

の丸焼きを楽しみました。 

 野外料理を楽しんだ後はリトリートセンターを出て、湯のみやおわん、小

皿などを作りに陶芸教室へ。陶芸はやった経験があるのですが、湯のみを

作ったつもりが知らぬ間におわんに変形…。周りを見渡してもみなさん結構

上手に作られているのには驚きました。で、作り方が悪いと先生に怒られ、

結局やり直しに…。なんとか二回目は湯のみの形にすることができました

が、とても楽しい時間を過ごすことができました。 

 少し天気の悪いなか行われたファミリー例会でしたが、自然の中でご飯を

食べたり物づくりをしたりと、日頃のストレスが発散できる例会となりました。  

4月第一例会   ファミリー例会                       

２０１7/4/19 

蒔田 茂夫 4月第二例会   設立30周年記念例会                                

４月の第二例会はプリンスクラブ設立３０周年記念例会として開会さ

れました。宴会形式でお祝いをするスタイルではなく、普段の例会の

スタイルのままの周年例会となりました。いつもより緊張気味のわた

しの会長挨拶が終わり、御来賓の加藤俊明京都ＹＭＣＡ総主事と安達

雅直京都パレスクラブ会長に祝辞を頂戴いたしました。プリンスクラ

ブが微力ながら長年サポートさせて頂いている関西盲導犬協会へ献金

贈呈の後、濱本捷子貴会長にも祝辞を頂戴いたしました。食事の後、

京都プリンスクラブ３０年の歩みと題しスライドで振り返りました。

締めは廣井武司プリンスクラブ初代会長、現京都部部長に謝辞をお願

いし閉会へと進みました。 

 今回の例会でクラブ誕生当時からの歴史を知る事ができました。 

この３０年間、楽しかった事やそうではなかった事などいろいろな事

があったでしょう。しかし今こうして３０年もの間クラブが存続して

いるという事実、これはひとえにメンバーの皆様をはじめクラブに関

わりのある全ての方々のご努力やご支援に他ならないと思います。ワ

イズ歴５年足らずのわたしですが今後１０年２０年とプリンスクラブ

とともに感謝の気持ちを忘れずに頑張りたいと思った心に残る例会で

した。 

 ４月はワークの月です。今年は寂しく６人の参加でワークを

行いました。 

山中湖センターのグリーンチャペルのベンチの補修、目隠し塀の補修と説教台を作ってきました。いつ

もなら富士五湖クラブの参加があるのですが、今年はフライイングディスク大会の後に、京都洛中クラ

ブとＤＢＣの婚約式があってお手伝いに来てもらえませんでした。サンライズ桜の開花もまだで、少し

寂しい山中ワークになりました。 



 宇高ワイズにマイマイの冬のキャンプで飯盒でご飯を食べようを企画しま

せんかとお願いしたところ快諾して頂き、Ｙサの斉藤委員長にも協力のお

願いしました。今回で３回目になります。 

 今回は４月２９日、ゴールデンウイークの初日にもかかわらず、参加者は

一般から４家族とワイズから３家族、ＹＭＣＡスタッフ・リーダー合わせて大人

２２名、子供９名、幼児１名の参加があり、今回も前回同様ＪＲで行く組とマイ

カーで行く組と分かれて１１時現地集合となりました。 

 開会の挨拶の後、ＹＭＣＡの中村さんからオリエンテーションを受けていよ

いよ食事の準備です。今回のメニューは飯盒にエンドウ豆に入った豆ご

飯、野菜炒め、アルファ米炒飯、コーンスープなど、デザートはプリンス自慢

の焼パイナップル、フルーツポンチ、バームクーヘンとかなり贅沢なメニュー

となりました。 

 子供達は薪を集めお父さん達が火の番、お母さん達は野菜炒めの準備と

デザートの準備、昔の風景が蘇って来ました。全員の協力で１２時半に昼

食の準備ができましたが、野外で食べるつもりをしていましたが突然の天候

不良（まだ夏ではないのに夕立）あわててメインキャビンに移り無事、美味し

い食事を楽しく食べられました。飯盒の豆ご飯は好評で、特におこげが珍し

く子供達が喜んで、大人達も懐かしく食べていただきました。 

 今回は特に去年の熊本地震があったので災害時にお米とビニール袋で

簡単にご飯が炊けるのを皆様に経験をしていただき、普通のご飯と変わり

なく美味しく炊けているので感激しておられました。本当に良い経験をしま

した。後片付けが終わる頃には天候も回復して青空が見え、ＪＲ組、マイ

カー組それぞれサバエキャンプ場を後に帰路に着きました。 

 他のワイズメンズクラブでもこのような企画をしていただきサバエキャンプ

場の活性化に繋がればいいなと思います。 

 ４月16日(日) 快晴に恵まれた記念の一日でした。厳粛な進入橋完

成記念式に出席することができました。YMCAの理事長、総主事を

はじめ多くの人々の祝福を受けて記念式は記念礼拝、橋のお披露目、

渡り初めと無事進行されました。私にもテープカットの大役を与えて

いただき、貴重な体験ができました。今日はこの後夜桜フェスタとい

うことで、多くの京都のワイズメンもこの式典に参加され、いい思い

出になったと思います。司式の大役、岡西ワイズご苦労さんでした。 

 夜桜フェスタも18回をかぞえ、リトセン50周年ということで式典、

フェスタとも多くの地域方や宇治市の方も参加され、そこに大型バス

で留学生が来場とにぎやかな集いになりました。しかし桜はまだ微笑

んでくれませんでした。あと1週間あとならば・・・。 

プリンスのメンバーは先に渡り初めしているんですね。しかし岡西

ワイズも先に失礼ということで、フェスタの会場にプリンスクラブの

メンバーは一人だけ。そりゃーさみしいものです。帰りのバスは京都

駅行最終便。以前、「あちょぼ」の店を出したのを思い出しながら、

真っ暗になったリトセンをあとにしました。   

飯盒ご飯を食べよ～う！              飯尾 豊 

リトセン夜桜フェスタ   
リトリートセンター開設50周年・進入橋完成記念     廣井 武司 



１．第１３回インターナショナル・チャリティー

ラン参加・協賛申込 受付中                
第１３回インターナショナル・チャリティーランを５

月２１日（日）に開催いたします。 

京都部各ワイズメンズクラブの皆様には、当日スタッ

フや屋台出店などでご協力いただきます。宜しくお願

いいたします。 

日時：2017年５月２１日（日）  

   ９時１５分～１５時３０分 ※雨天決行 

場所：鴨川公園 

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

（e-Mail）c-run@kyotoymca.org 

２．２０１７年度会員協議会       
公益財団法人京都ＹＭＣＡ第６回会員協議会を開催 

たします。 

多くの会員の皆様のご参加をお待ちしております。 
日時：2017年６月２３日（金） １９時００分～ 

場所：京都ＹＭＣＡ三条本館 地階マナホール 

内容：リブランディングについて：ブランドスロー 

ガン・ロゴ発表など 

連 絡 先：事前に出欠連絡を京都ＹＭＣＡ本部まで 

ご連絡ください。 

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

(E-Mail）c-run@kyotoymca.org 

報告事項 

●チャリティーランでの金券チケットと抽選

券を各自１枚ずつ配布。内300円分は、昼食

用の赤飯の購入に充てる。 

お世話役は８時集合。 

午後１時までを例会とする。 

 

承認された事項 

● な  し 

 5月  5月 スケジュール 

１１日  澤田 哲平 

4月度 役員会報告 

５日(金)～７日(日) 

     ハワイ区大会 in カウアイ     

10日(水) 第一例会     

  19:00 グランドプリンスホテル 

14日(日) 次期クラブ運営研修会 

  15:00  京都ガーデンホテル 

21日(日) かもがわチャリティーラン 

   9:00 鴨川公園 

28日(水) 役員会 

  19:30 京都ＹＭＣＡ 

 

来期まであと１ヶ月、あっ

と言う間の一年でした。広

報委員長として活躍は全く

できなかったですが（反

省）、一年を通した活動は

とても充実したものでし

た。来期もどうぞよろしく

お願いいたします。 

編集後記 


