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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 

６日(土) 新年例会 

クラッシック音楽に耳を

傾けての新年例会。近

年にないドライバー委員

会の配慮です。 

 

１７日（水）半期総会 

上半期の活動報告を踏

まえて、下半期の活動

がより有意義になる様に

検討しましょう。 

１月 例会案内 

例会出席 

12月第一例会   １６名

12月第二例会   １５名 

在籍者数     １６名 

メーキャップ    ０名 

出席率     ９４.１％ 

ＢＦポイント 

ファンド 

ニコニコ 

切 手         pt 

現金         0円 

累 計          0円 

そば        23,130円 

                                 

 

累 計       392,270円 

12月第一例会   7,000円 

12月第二例会       0円      

累 計      38,000円 

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

後ろのものを忘れ、前のものに全身を向けつつ、神がキリスト・イエスによって上へ召して、お与え

になる賞を得るために、目標を目指してひたすら走ることです。 

フィリピの信徒への手紙 3章13節～14節 

IBC・DBC 



12月の第一例会は、わたくし澤田以来となる古市千修ワイズの入会式が執り行

われました。澤田が2016年2月の第一例会にて入会させていただいたので、ほぼ2

年ぶりの入会式ですね。 

古市ワイズとは今西ワイズを通じ、数ヶ月前にお会いいたしました。30歳という若

さながら、仕事・夜の遊び（？）共に全力投球の方で、一回りほど年齢も違うのに、

すっかり意気投合。ここ最近は仕事やプライベートなどなど、週に1回はお会いす

る仲に。なのでプリンスに入会されたことは、本当に嬉しく思います。 

待望のメンバー増員ということで、京都部からも塚本EMC主査がお越しくださり、

例会のすべての時間が入会式にあてられました。久々の入会式ということで、宇高

会長も少し困惑気味、でも終始、和気あいあいとしたとても和やかな時間が流れま

した。 

やはりクラブにとって一番の幸せは、メンバーが増えるということなんだなぁと、つ

くづく感じる例会となりました。 

12月第一例会                               

 市民クリスマスが１２月１５日に京都ＹＭＣＡで行われました。私は今年から活動

推進専門委員となり会場の準備等のお世話を仰せつかっていましたが急な仕事

が入り開始直前に到着して申し訳ない気持ちで参加しました。先ずは京都聖母学

院中学・高等学校のハンドベル部の皆様のコンサートが始まりました。私も数人の

ハンドベルは聞いた事がありましたが３０名程のメンバーでのコンサートは素晴らし

いものでした。約１０曲程クリスマスの曲が演奏され音の広がりベルの響きで心が

洗われる気持ちになりました。続いてクリスマス礼拝が始まり、最初に讃美歌「もろ

びとこぞりて」を一緒に歌い、続いてウェルクラブの中村典子ワイズの聖書朗読が

厳かに行われました。そして日本キリスト教団京都協会の入治彦先生のより「迷うこ

とは楽しい？」と題してクリスマスメッセージを頂きました。 

続いてお祈り、献金、祝祷が行われ市民クリスマスキャンドルサービスが終わりまし

た。 

 この後キャロリングが始まります。まずキャロリングの前に参加者が集

まり小林哲夫氏の指導のもと讃美歌の練習をして声の調子を整えて、

いざ出発。ＹＭＣＡの前で２曲、三条寺町三嶋亭前でも２曲、通りすが

りの人たちから拍手を頂き、声も本調子、六角ロックン広場はクリスマス

ネオンが輝きすっかりクリスマスモード、十字屋、ＹＭＣＡ前に戻りすべ

て終了しました。初めて参加したのですが中々良いものです、是非皆

様も来年は参加してみてください。おすすめ致します。 

２０１7/12/15 
飯尾 豊 

２０１7/12/6 

 澤田 哲平 

市民クリスマス                              



小野 瑞穂 

毎年家族で参加させて頂いているプリンスクラブのクリスマス例会。今年で11回

目の参加となりました。その間に家族が一人増え、二人増え、三人になり、一番下

の長女も既に6歳。子供の成長を感じると共に、その間のクラブの変遷が記憶に蘇

ります。 

 今年のクリスマス例会は、子供たちと私が、長男のサッカー大会（もちろんYMCA

サッカーです）と日程が重なり、少し遅れての参加となりました。前半のキャンドル

サービスや、クリスマス礼拝などに参加する事ができなく残念でしたが、メインイベ

ント開始前には到着なんとか到着できました。 

 今年のメインイベントは絵本の読み聞かせ。4人の女性が交代で5冊の絵本の読

み聞かせて頂きました。今年は幼児の参加が多く、子供たちにとってとても心温ま

る内容でした。続いて登場したサンタさん。日本語を話すサンタさんに違和感を覚

えた子供たちも、プレゼントを貰った瞬間に大喜び。毎年恒例とはいえ、なくてはな

らないイベントです。 

 最後も恒例の大抽選大会。１人一枚の抽選券を握り締め緊張のひと時です。我

が家は一昨年は【プリンスホテルおせち料理券】が当選し、昨年は【プリンスホテル

ディナーペアチケット】が当選。今年というと【レオニダスチョコレート】×2、【プリンス

ホテルランチペアチケット】、【プリンスホテルクーポン券一万円相当】が当選。家族

5人で4名が当選（45名参加）という強運を見せ付ける結果となりました（ここで運を

使い果たす訳にはいかないので、最後の抽選券は辞退させて頂きましたが・・・）。 

 毎年、担当される方で催しが変わるプリンスクラブのクリスマス例会。来年も楽し

みにしております。でも来年、中学生になる長男は辞退するかもしれませんか・・・。 

 

今西 英隆 

 2017年12月23日に、今年もプリンスクラブのクリスマス例会が行われました。 

今年は、例年と少しだけ違い、メネット、コメット、マゴメット混合のキャンドルサービ

スから始まりました。続いてクリスマスソング(きよしこの夜、もろびとこぞりて)を皆で

歌い、クリスマスムードが高まったところで、おいしいクリスマスディナーを楽しく美

味しくいただきました。 

 その後は、メインテーマ“みんなで絵本の世界へ”という事で、子供たちだけでな

く、大人達も、プロの語り手さん達がお話しされる、絵本の世界へ浸る、とても温か

い時間を過ごすことが出来ました。 

 最後は、待ちに待ったサンタさんから子供たちへクリスマスプレゼントが配られ、

子供たちも大喜びの後は、大人達のくじ引き大会で、無事に楽しくクリスマス例会

を終えることが出来ました。 

 今年もこれでワイズのイベントは全て終了。皆さん１年間ありがとうございました。 

２０１7/12/23 12第二例会     クリスマス                                  

 Welcome to Prince Club                                   

   

   古市 千修さん 

   ふるいちゆきなり 

  

 

  生年月日 1987年7月 

住  所    京都市左京区岩倉幡枝町 

勤 務 先  山市電機株式会社 

趣味・特技  ゴルフ トライク  

             釣り  スノーボード 

スポンサー  今西英隆ワイズ 



１．三条本館耐震補強・施設改修工事進捗状況  

耐震補強工事 進捗：２階の保育所工事を除く各階は１２月 

末までに作業完了予定です。エレベーター工事は１２月１ 

５日～１月１５日まで改修工事中です。１月からは、いよい 

よ２階に開設する保育所の内装工事、三条通側の駐輪場 

と元テナント前の、保育所の園庭工事が本格化します。 

◆ エレベーター改修工事について 

エレベーターはただ今改修工事中で、ご利用いただけませ 

ん。１月１５日（月）より利用再開予定です。工事期間は三 

条通仮出入口を入って左手の階段をご利用いただくか、 

本館東側外階段をご利用ください。（詳細は館内掲示をい 

たしますのでご確認ください。）ご不便をおかけいたします 

が、ご理解の程宜しくお願いいたします。 

◆ 会議室利用について 

すでにご案内させていただいておりますが、１階及び３階 

教室について、１月から３月の会議の予約を受け付けてお 

ります。 

会議室予約受付：京都YMCA本部 (ＴＥＬ)075-231-4388 

 

２．パネルディスカッション －さぁ、未来を話そう仕

事、恋愛、私たちの人生デザイン－ 

中国、韓国、イギリス、フランス、日本の5カ国のユースが

進学や就職選択、キャリア形成、恋愛・結婚観など自分た

ちのライフプランについてディスカッションし、未来をデザイ

ンしていきます。 

自分らしく生きることとは何か。社会とどう関わっていくの

か。彼らのことばから思いがけない気づきが見えてくるは

ずです。ぜひご参加ください。  

日 時：１月１５日（月） 午後７時～９時 

場 所：京都ＹＭＣＡ 三条本館地階マナホール 

参 加 費：無料 ※要事前予約 

登 壇 者：京都府国際交流員２名、ＹＭＣＡ日本語科

学生３名、日本人大学生３名 

お申込み・お問合せ：京都ＹＭＣＡ 

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

 

3．ネパールチャリティーバザー      

ネパールＹＭＣＡ支援のための国際協力募金拡充を目 

的に「ネパールチャリティーバザー」を開催いたしま 

す。耐震補強・施設改修工事に伴い、例年とは実施内 

容を多少変更しての開催となります。ご支援の呼びか 

け、ご参加をお願いいたします。  

日 時：２月１２日（月・祝）午前１１時～午後３時 

場 所：京都ＹＭＣＡ 三条本館地階・１階（一部） 

目 的：ネパールＹＭＣＡが運営する児童養護施設支援へ

の募金活動 

内 容：物品バザー、ネパールカフェ（予定） 

支援依頼内容： 

１．バザー商品のご提供  

  お歳暮等、ファンド商品の寄贈をお願いします。 

＊バザー商品は１月３１日（水）～２月８日（木）の期間中

京都ＹＭＣＡまでご持参願います。 

２．広報・イベントへの参加 

  多くの方への広報をお願いします。また、当日は奮って

ご参加ください。 

 

4．春スキーキャンプ・プログラムお申込み受付   

お申込期間：(Web)１月２４日（水）～（体操・スイ 

ミングクラスは１月２９日（月）まで） 

(電話)１月３１日（水）～ 

お申込み・お問合せ：京都YMCAウエルネスセンタ- 

(TEL)075-255-4709 

(Web）https://e-ymca.appspot.com/Kyoto 

 

 

 

報告事項 

●年越しそばファンド益金 23,130円 

●４月第一例会を ３月31日～４月１日DBC

交流会とする。第二例会は、４月18日(水)。 

５月２０日チャリティーランをファミリー例会

にしては 

承認された事項 

●次期京都部メネット事業主査に岡西博司

ワイズ受託の件 

●望遠鏡基金より、サバエ望遠鏡の接眼レ

ンズ購入費拠出の件 

１５日 今西 英隆 

１９日 森 伸二郎 

２２日 宇高 史昭 

６日(土) 新年例会     

  19:00 グランドプリンスホテル 

17日(水) 半期総会 

  19:00 グランドプリンスホテル 

31日(水) 役員会 

  19:30 京都ＹＭＣＡ 

 ワイズに入ってから月日の経つのが早くなったと感じるメンバーがたく

さんおられます。プリンスクラブにおいてもメンバーは月2回の例会に委

員会。委員長になれば役員会があり、会長、三役ともなればプラス三役

会があります。これらのことを楽しく捉えてゆかないと辛さだけがつきまと

い、ついネガティブキャンペーンを張ってしまいがちになります。 

 今期もあと半期、みんなでスクラム組んで会長主題をかみしめて大い

に楽しみましょう。 


