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ともに、光の中を歩もう                “Let Us Walk in the Light – Together”   

ワイズ運動を尊重しよう             “Respect Y’s Movement” 

2022年に向けて「心身の健康づくりから、クラブの健康づくりへ」   
                    “Healthy mind & healthy body make healthy club” 
All Hands on Deck!   

聖  

句 

会長主題 

４日(水) 通常例会 

京都部部長公式訪問 

Ｙサ主査とメネット主査

が同行されます。 

１７日（火）3C合同例会 

NHKお天気キャスター

の吉村真希さんをお迎

えしての３クラブ合同例

会。京都平安ホテルで

の開催です。 

１０月 例会案内 

例会出席 

９月第一例会   １３名

９月第二例会   １１名 

在籍者数     １６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          0円 

           0円 

                                

 

累 計       119,700円 

９月第一例会       0円 

９月第二例会   5,000円    

累 計      14,000円 

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

 日本のＹＭＣＡでは新しいブランドロゴ・スローガンを定め、

いよいよ10月1日より外部に発信してまいります。全国のＹＭＣＡが新しいロゴ・スロー

ガンのもと、「互いの存在や個性を認め合い、高め合うことのできる、善意や前向きな

気持ちによってつながる社会＝『ポジティブネット』のある豊かな社会を創りだす」こと

をめざして歩みを進めてまいります。 

ただ、ロゴマークを新しくしたら、スローガンを新しくしたら、ＹＭＣＡがよりよくなるわ

けではありません。中身が伴っていないと、絵に描いた餅になるだけです。今一度、

ＹＭＣＡの宝を見直し、新しいスローガンに相応しい活動をしないと意味がありませ

ん。 

プリンスクラブ9月第二例会において、そのブランディングの話をさせていただきま

した。その時に「ＹＭＣＡが大切にしていってほしいのは（未来を担う）青少年の育

成」「ＹＭＣＡはひとを大切にする団体であってほしい」「新しいＹＭＣＡブランディン

グスローガン みつかる（Encounter） つながる（Connect） よくなっていく

（Transform）は、ワイズメンズクラブの活動と合致する面が大いにある」などとコメント

いただき、プリンスクラブのみなさんのＹＭＣＡへの期待をひしひしと感じ、身の引き

締まる思いでした。 

京都ＹＭＣＡはプリンスクラブが支援をしたくなる活動をおこない、共に活動してい

ることを誇りとなるように、そして、プリンスクラブと京都ＹＭＣＡが共に歩みを進めて

いくことによって「自らがよくなる」→「周りの人や地域がよくなる」→「日本がよくなる。

世界がよくなる」希望あるより豊かな社会を共に創りあげていきたいと思っています。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

京都YMCA連絡主事  藤尾 実  

明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労は、その日だけで

十分である。 
マタイによる福音書６章３４節 

『 みつかる。つながる。よくなっていく。』 
  ～ＹＭＣＡの新ブランドスローガンについて～ 

Brotherhood Fund 



早いものであれから一年…今年の京都部部会が開催されました。

今年はＺＥＲＯクラブがホストクラブとなりウエスティン都ホテル京都で

の開催でした。昼までに仕事を片付けて急いで地下鉄で会場へ向か

いました。道中わたしはずっと去年の部会の事を想い出していました。

会場へ到着後少しクラブのメンバーと談笑しているとやはり去年の事が

話題に。そうこうしている間に竹園京都部部長の開会点鐘で部会が始ま

りまりました。壇上の竹園部長を見て去年のフラッシュモブを想い出したの

はわたしだけでしょうか？ 

さて今年の部会は～クラブを超えて地域でも。ＹｏｕＤＩＧｉｔ(ワイズ活動を楽

しんでいますか？)と題して地域の地図を覗き込みながら災害図上訓練を通じ

てお互い知り合い交流を深めるというものでした。 

わたしが驚いたことはだいたいクラブ毎にテーブルの席が決まっているのがふ

つうと思っていましたが今回は住んでいる地域で席が決められていました。なかな

か斬新なアイデアのおかげでいろいろなクラブの垣根をこえてたくさんのワイズメン

と交流する事ができました。わたしの席には小、中学の同級生ワイズがいたり、中

学校の先輩ワイズがいたりで大いに盛り上がりました。反対にプリンスクラブのメン

バーがどの席にいるのかが最後までわからないままということもありましたが。 

恥ずかしながら今まで防災にあまり関心がなかったわたしでしたが、これから自分

自身の防災意識をもっと高めていきたいと思いました。そしてもし災害が起こった

時、われわれは地域のリーダーとなって貢献しなければならないという思いも強ま

りました。わたしにとって今年の京都部会もとても有意義な時間となりました。ＺＥＲ

Ｏクラブの皆様、楽しい部会をありがとうございました。 

9月第一例会   京都部部会                            

 僕は、今回初めてメネット部会なるものに参加してみようという気になり、参加する

ことにしました。メネット主任である中道京子さんに初めてお会いしたのは東山荘

でした。僕自身は、メネット主任なるものは必要無いという考えを持っており、その

ことを中道さんと色々と話をさせて頂き、彼女がとっても素敵な女性であり、素晴ら

しい人であることに感動したことが、今回の参加に繋がりました。中道さんは、僕が

来ていることに驚かれたようで、「来て頂き嬉しかったです」と言って頂きました。 

 最初の挨拶で「メネット会の存続することが目的ではなく、メネット会のやってこら

れた事業の存続を大切にしたいです。」と言われたことで、何か僕の胸の閊えが取

れたようで、少し僕自身の考えに変化が生まれたように思います。今期のテーマ

は、子供の貧困、相対的貧困とは？という問題に取り組んで行かれるとの事。この

豊かな日本においてこんな問題があることに今更ながらびっくりです。 

 今日は、ゲストスピーカーの茂木美知子さんの「貧困の連鎖をなくすために」とい

うタイトルで現在されている活動を紹介されました。僕たちのクラブも「ののさん」と

いうシェルターの活動に少しですが関わっていることが、少し嬉しくなるようなお話

でした。 これを機会に、又メネット会の活動に興味を持って関わって行きたいと思

いました。 

２０１7/9/10 
岡西 博司 京都部メネット部会の報告                       

２０１7/9/10 

 蒔田 茂夫 

 ８月は９月はお散歩例会の月です。今月は涼しさを求めて等々力渓谷

を歩きました。最近のサンライズンの低調さを物語るかのように、参加し

たのはたったの４人。何時ものように駅前の蕎麦屋でガソリンの補給。少人数なので行動は自由。ゆっくりとお酒と蕎麦

を楽しみました。等々力渓谷は武蔵野台地の南端にあたる都内２３区に唯一残る自然の渓谷です。約１㎞にわたり、清流

と自然林が残っています。駅から５分、階段を下りれば川岸です。途中には地名の由縁にもなった昔は轟々ととどろき、 

滝行をした名残りの滝が今ではチョロチョロと（今でも滝行は行われているそうですが）こぼれ落ちていました。役行者

が滝のそばに不動明王を祭って霊場としたのが始まりと伝えられている等々力不動を参拝。駅へ戻り２つ先の九品仏

へ。戦国時代の奥澤城の跡に徳川初期に建てられた浄眞寺を参拝。本堂前の３つの御堂にそれぞれ３体の阿弥陀如来

像が、祭られているので九品仏というのだそうです。ここで時間切れとなり、第二例会の会場の自由が丘へ移動。「てっ

ぺん」と言うお店で打ち上げと二次会を行いました。参加者は８名でした。 



宇高会長の挨拶で例会は、始まりました。 

先日のサバエでのファミリーキャンプは、台風のため止む無く中止せざるを得ず、

残念でしたとの報告がありました。“折角メンバーが知恵を絞って素晴らしい企画

を立案、実行すべしだったのに”少し寂しそうでしたね！会長 

次に各事業委員会からの報告がありました。PR委員会からの案内で、10月14日の

ワイズデーで、プリンスクラブは、午前中、西院で街頭募金活動を行うとのこと。多

くのメンバーの参加で多くの募金を皆様にお願いしましょう！メンバーは、10:30に

集合とのことです。ファンド事業委員会からは、10月22日のジャガイモファンドの案

内があり、今年は、中央市場が工事中に付、車の出入りが例年と異なるとの説明

がありました。今年もメンバーのご協力お願い致します。Y’サ事業委員会からは、

11月19日のオータムフェスタ当日プリンスクラブは、ぜんざいの出店をする事に

なったとの報告。飯尾ワイズからは、富士山例会へのお誘いがありました。富士山

の五合目で一泊して朝まで語り飲み明かし早朝ご来光を見に行きましょうとのこと

でした。宇高会長から次期（遠藤理事）の西日本区大会（京都での開催）のホストク

ラブに京都ツービークラブが立候補され承認されたとの報告がありました。我がク

ラブもどのように関わって行くか検討する必要があるかもしれませんね？YMCAか

らの報告で来年度のチャリティーランは、中止とのことです。 

さて、本日は、YMCA藤尾連絡主事様からのお話しです。YMCAがこれからどんな

メセージを出して行こうとしているのか！下記のように具体的に説明をしていただき

ました。 
 

■YMCA Brand Concept 
1,Vision YMCAが実現したい世の中の姿 

互いを認め合い高め合う【Positive Net】のある豊かな社会を創る。 

2,Value YMCAがステークホルダーに提供を約束する価値 

したい何かが見つかる、誰かとつながる、私がよくなる、かけがいのない場所。 

3,Personality ブランドとして備えているべき個性、らしさ 

心を開き、わかち合う、前向きで、まわりを惹きつける魅力を持つ。 

YMCAブランドスローガン 

コンセプトに込められたエッセンスを魅力的に伝える端的なメセージ 
 

“みつかる。つながる。よくなっていく。” 
YMCAなら、したい何かがきっとみつかる。 
 

YMCAが今、新しい媒体となって多くの人たちにとってよりよいコミュニケーションが

生まれていくことを願ってこうした新展開の時となったようです。 

２０１7/9/20 

西村 博 ９月第二例会                                   

 東広島ワイズメンズクラブは、毎年東広島YMCAで開催されるバ

ザーを支援しています。東広島YMCAは、昨年西条プラザから隣接す

るサンスクエア東広島4階に移転しました。施設内は、火気厳禁であることから一昨年まで好評であったワイ

ズの餅つきの準備、実践、販売ができなくなり、昨年から前日に準備して対応することになりました。今年も例

年通り元メンバーの加藤直樹さんの主導で、ご自宅の倉庫で餅つき作業を行いました。東広島クラブのメン

バーは、財満ワイズと稔子メネットと谷本の三名しか参加できなかったので、元メンバーの三枝淳子さん、河

野百合子さん、西田昌弘さんにお手伝いをお願いしたところ、快く引き受けてくださいました。9月23日（土）

13:00に加藤さん宅に全員集合。谷本と西田さんは、不慣れな餅つきに四苦八苦でしたが、加藤さんと財満ワ

イズは、手馴れたもので六臼の餅米がつき上がると、直ちに加藤さんの奥さん、三枝さん、河野さんの女性陣

が手際よく丸めて平餅、餡餅、よもぎ餅が次々にできあがりました。お餅を丸める作業には、男性陣も加わっ

て昔話と世間話に花が咲き17:00前には全ての作業が終わりました。元メンバーと久しぶりに旧交を温めるこ

とが出来て本当に楽しい一日でした。 



１．三条本館 耐震補強・改修工事開始  
すでにご案内させていただいている通り、１０月２日より、

京都ＹＭＣＡ三条本館の耐震補強・改修工事が始まりま

す。皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解と

ご協力のほどよろしくお願い申しあげます。 

【本部事務局 仮事務所】 

場 所： 京王京都三条ビル３階（京都市中京区堺町三条

通東入ル桝屋町７５） 

※ 京都ＹＭＣＡ三条本館正面出口を出て、左斜め向かい

のビルです。ワイズメンズクラブへの連絡トレーは、仮事務

所に設置いたします。 

※仮事務所開館時間：（平日）午前９時～午後６時 （土

曜）午前９時～午後５時 

期 間：１０月から１２月末までの期間、仮事務所に移転し

ます。 

連絡先： ＴＥＬ／ＦＡＸ番号に変更はありません。 

（TEL：075-231-4388／Ｅ-mail：kyoto@ymcajapan.org） 

 

２．ＹＭＣＡ三条保育園 入園希望者説明会     
２０１８年度開園の「ＹＭＣＡ三条保育園」入園希望者説明 

会を以下の日程で実施します。 

日程及び会場：①１０月１３日（金） 

午後７時～ 京都ＹＭＣＡ三条本館 マナホール 

②１０月２１日（土） 

午後６時～ 京都ＹＭＣＡ三条本館 マナホール 

内 容：ＹＭＣＡ三条保育園概要について 

お申込み・お問合せ：京都YMCA 

TEL：075-231-4388／Ｅ-mail：kyoto@ymcajapan.org 

説明会は会場収容人数の関係で事前申込制です。お電 

話またはメールにて、①参加希望日程 ②ご参加される方 

のお名前をお伝えください。 

 

3．国際協力街頭募金   
京都ＹＭＣＡでは毎年秋、すべての人々が国・民族・宗教

の違いを超え、平和に生き生きと暮らせる社会をつくるた

めに国際協力街頭募金を行なっています。今年は、１０月

２９日（日）に市内数か所で行います。 

集められた募金は世界中のＹＭＣＡネットワークを通じて、

紛争で苦しむ人々や貧困の中にある子ども達への支援の

ために使われます。ご協力お願いいたします。 

報告事項 

●ワイズデーの街頭募金は、西院が担当場

所となりました。 

●九州北部豪雨災害支援金12,000円を

YMCAに渡す。 

 

承認された事項 

●今期、メネット例会登録費を4,000円とす

る。 

●8月第一例会に限り、コメット登録費を

2,500円とする。 

 10月  １０月 スケジュール 

該当者なし 

  

９月度 役員会報告 

４日(水) 第一例会     

  17:00 グランドプリンスホテル 

14日(土) ワイズデー街頭募金 

  10:00  西院 

17日(火) ３クラブ合同例会 

   19:00  京都平安ホテル 

22日(日) ジャガイモファンド 

   8:30  京都市青果市場 

25日(水) 役員会 

  19:30  廣井ワイズ事務所 

 

京都部第２２期第2回評議会の報告 （報告者 宇高史昭） 

去る9月10日、今期京都部の第2回評議会が開催され、廣井直前部長と飯尾直前会計も同席されて、2016～2017年度

決算案及び2017～2018年度修正予算案、2019年第22回西日本区大会のホストクラブの決定が審議されました。 

22期決算は、単年度収支で216，124円支出超過でしたが、当初予算から217,076円積増した次期繰越金1,654,216円、

総額3,719,553円となりました。特別会計は、次期繰越金309,526円、総額539,526円と報告があり、21期決算案は満場一

致で承認されました。決算を反映した次期繰越し金及び会員数493名(当初より1名減)の会費収入へ修正した3,579,816円

の22期修正予算案が提案され、こちらも満場一致で承認されました。 

続いて、2019年第22回西日本区大会のホストクラブを京都トゥービークラブとし、大会運営を同クラブに一任することを

満場一致で決定し、2018年～2019年の目玉となる京都部がホストする西日本区大会の準備がスタートしました。 

トゥービークラブの青木会長からは各クラブへ運営協力への要請がありましたが、昨年度京都部部会のホストを経験し

た記憶がまだ残っており、ほぼその倍の規模と3日間の西日本区大会の運営は、予想するだけで大変そうです。次期も会

長を務めさせて頂く予定ですので、今から心しておきます。 

その後は、各クラブから最新の活動報告と今後の活動への参加アピールがありました。かもがわインターナショナル

チャリティーランが、2018年度は開催が見送られます。新しいＹＭＣＡブランドコンセプトのもとで開催するため趣旨などを

見直し、2019年度から再開することになったことが藤尾統括主事から伝えられました。その他にサバエ教育キャン

プ場とリトリートセンターのサマープログラム終了報告と協力ワークへの感謝、耐震改修工事期間中(10月～12
月)、三条本館本部他の仮事務所が三条本館斜向かいの京王京都三条ビル(旧日本生命ビル)の３階に開設されるこ

と、次年度開設予定の保育所の名称が「ＹＭＣＡ三条保育所」に決まったことなどが報告されました。 

ワイズデー、リトセンオータムフェ

スタ、3クラブ合同例会とワイズの

季節がやってきました。健康に留

意してこの季節を乗り越えましょ

う。クラブの例会にぜひメンバー

候補の方をお誘いください。誰か

がヤルでなく、みんなで頑張りま

しょう。 

編集後記 


