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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!   
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会長主題 

１日(日) サバエワーク 

 

 

 

 

１８日（水）定時総会 

 

７月 例会案内 

例会出席 

６月第一例会   １０名

６月第二例会   １３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        0pt 

現金           0円 

累 計         0円 

                     0円 

                                 

 

累 計             0円 

６月第一例会       0円 

６月第二例会     0円      

累 計           0円 

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

 前期に続き会長を連続で務めさせて頂きます。会長をやるとそれまで知らなかった

ワイズメンズクラブのことがわかるようになるよとよく言われますが、わがクラブの他の

メンバーのその会長職のチャンスを奪って、連投させて頂くわがままを貫いたことが

良かったのかどうか、その答えはこの１年にかかっていることを自覚して務めます。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

さて、前期は、見ること聴くことすべてが新鮮で日々学びの１年でした。ベテランの

三役、事業委員長のリーダーシップにより、無事クラブの運営を乗り切れることができ

ました。引き継ぎ例会のスライドショーで１年を振り返ると、あらためて助けられたこと

の多かったことを思い出しました。そして、西日本区大会では、今期の締めくくり、壇

上で、クラブメンバーの代表としてＦＦ献金最優秀クラブ表彰を受け取る栄誉を体験

させて頂きました。本当に感謝いたします。 

今期は、前期の経験を踏まえて、次期、次々期に向けて、新しい活動が芽生える

土壌づくりとして、地域奉仕活動やユースサービス活動の発展とそのためのメンバー

の獲得に力を注ぎたいと考えています。新しい人を知り、新たな関わりづくりに努め、

そして次世代を担う子どもたちとその親を包み育むことで、真心の通った社会にして

いきたいと願っています。出会う・つなぎあわせる・よくしていくことが楽しみになるよう

に、プリンスクラブのメン、メネット、コメットが、みんなで力と知恵を出し合いましょう。 

 
  

 

  

 

第33代会長  宇高 史昭 

 どんなことでも、思い煩うのはやめなさい。何事につけ、感謝をこめて祈りと願いをささげ、求めて

いるものを神に打ち明けなさい。そうすれば、あらゆる人知を超える神の平和が、あなたがたの心

と考えとをキリスト・イエスによって守るでしょう。 
フィリピの信徒への手紙 ４章6～7節 

「出会う・つなぎあわせる・よくしていく 」 
  

Encounter ,Connect and Go well  
Kick off・EMC-C 



 近畿地方の梅雨入り宣言がされたこの日、グランドプリンスホテルで第７５９回６

月第一例会が開催されました。宇高会長の開会点鐘、ワイズソング斉唱、宇高

会長の挨拶がありました。この一年を振替られ、会長主題の「わたしたち」意識を

大切に、の言葉はご自身がＹＭＣＡリーダーの時に子供達が小集団グループ内

で自分の意志で行動、得意な分野を伸ばして行くのを見て学ばれたそうです。

確かに我がクラブでも委員会を重視、そして三役会への報告、役員会での承認

と確実に成果を上げてこられました。もう一年宜しくお願いします。 

 楽しい食事の後、今日は関西盲導犬協会から常務理事兼事務長の古橋様と

岡本様、盲導犬のラブチャンが出席して頂きました。新しく盲導犬協会で作成さ

れたスライドが上映され、我がクラブより寄付金の贈呈式を執り行われました。私

の会長期のファミリー例会で見学させていただきました時よりも施設が拡張さ

れ、また見学に寄せて頂いたらなと思います。 

 さて皆様が期待されております椹木ワイズのメンバースピーチ、予めスライドを

用意されていて“これまでとこれから「保健師として、ワイズメンとて」”のテーマで

始まりました。多くの人に出身の事を良く聞かれるのでと前置きされて、生まれは

昭和３３年６月６日、なんと今日は６０歳のお誕生日なのです。出身地は福島県

でかなり東京に近い事を強調されて、同郷出身者は野球の江川、箱根の山の

神柏原、女優の秋吉久美子、幼い時から綺麗だったそうです。京都市看護短期

大学入学、偶然ですが私が以前住んでおりました所の近所でひょっとしたら

会っていたかも？千葉大学看護学部に編入、その後保健師の国家資格を取

得、京都市職員として再度京都に戻ってこられました。保健師の仕事について

お話が始まった時に私に緊急連絡が入り、しばらく退出、戻って来た時には重

大発表が終わった後でした。残念。 

 ニコニコで澤田ワイズから重大発表はご結婚発表ではなかったのですかの質

問に「まさか！！」との返事、私もてっきりそうかなと思っておりました。和やかなう

ちに第一例会が終わり、次は引継例会を残すのみです。 

２０１8/6/6 
飯尾 豊 6月第一例会      

 今回は大会前のメネットアワーにも参加し、次期のメネット事業がこれまでの単

年度の事業ではなく今期の継続事業となった経緯等を遠藤次期理事兼メネット

担当から説明を聞いた。京都部メネット主査として我らが岡西ワイズを輩出する

からにはしっかり理解して協力しなければと思った次第。 

１６日の大会もオープニングからハンドベル演奏、大野理事自らの大会ソング

熱唱からスタート。バナーセレモニーも粛々と行われ、大野期らしい滑り出しと

なった。基調講演では有森裕子氏を迎えてスペシャルオリンピックスについての

学びの機会となった。各部の部長報告ではそれぞれの部の現状が伝えられ、学

ぶことも多く各事業での参考になる内容のものもあり興味深かった。 

懇親会も音楽一杯で、加えて神戸華僑総会舞獅隊による賑やかなパフォー

マンスが繰り広げられた。あちこちで親睦の輪が広がり、旧交を温めたり、新しい

仲間との出会いがあったりと楽しい時間となった。次期西日本区大会は京都部

開催であり、部を挙げて良い大会にしたいとのアピールもあった。  

そのあとは、それぞれが神戸の街へ消えていき・・・・・。 

翌１７日には各主任からの表彰が行われ我がプリンスもいくつかの賞を受賞。

特筆すべきはＦＦ献金において最優秀賞を受賞したことが挙げられる。その他

の受賞についてもメンバーの努力の賜物であり今後ともに皆で努力を続けたい

ものだと思った。役員、理事の引き継ぎを持って無事大会は終了した。来年の

再会を約束してそれぞれがそれぞれの部に戻り、活躍することを再確認する大

会となった。    

２０１8/6/１6 
西村 博 第２１回 西日本区大会     



 新旧役員の交代式・入会式を含む例会に下記のように多くのゲスト・ビジター

をお迎えして開催されました。 

 京都部部長 竹園憲二様  西日本区メネット事業主任 中道京子様 

  京都部メネット事業主査 宮越寛様  

 ＮＰＯ法人子供センターののさん理事長 安保千秋様 

 京都パレスワイズメンズクラブ会長 笹山直世様 

 京都ウェルワイズメンズクラブ会長 谷 学様 

 岸裕也様 岸奈美様 森節子様 蒔田智美様 斉藤典子様 谷弘樹様 

 岸大貴様 田村真貴子様（スライドナレーション） 

 会長挨拶：今期は「わたしたち意識を大切に」を目指して活動しました。西日本

区大会報告とＦＦ献金最優秀クラブ賞・他受賞の報告。京都ＹＭＣＡからの感謝

状披露。岸さんの入会式を嬉しく思います。 

 次に岸裕也君の入会式を岡西ワイズの司会にて行われました。本人紹介は第

一スポンサーの今西ワイズが海外へ行かれているため第二スポンサーの椹木ワ

イズにより披露されました。 

そして京都部部長竹園憲二様、京都パレスワイズメンズクラブ会長笹山直世

様、京都ウェルワイズメンズクラブ会長谷学様より御挨拶を頂きました。 

 西日本区メネット事業支援金の申請が認められ支援金目録の贈呈が行われま

した。贈呈に先立ちＮＰＯ法人子供センターののさん理事長安保千秋様より２０

１２年４月にシェルター「はるの家」開設して家庭に居場所の無い子供を守り家

庭的な雰囲気で保護・成長を促す活動して参りましたとの御挨拶、続いて西日

本区メネット事業主任中道京子様より「子どもをサポートしている地域団体を支

援する。主に、子どもの居場所づくり」の事業を継続して行いたい旨の御挨拶が

ありました。 

 次にクラブ表彰に移り出席率２００％達成は広井・三村・飯尾・宇高各ワイズで

した。その後各委員長・三役に会長より記念品の贈呈、欠席ながら今西ワイズに

プリンス賞が贈られました。 

 宇高会長より引き続き次期会長としての御挨拶として、子供達を大人が見守る

のは義務である、３５周年に向かっての準備を進める、先輩の遺産を引きついで

ゆき社会を良くすることを見つけての活動して行くとの発言があり和やかに例会

を締められました。 

２０１8/6/23 
田中 邦昭 6月第二例会     引継例会 

 私の今回の西日本区大会は親睦ゴルフから始まった。あいにくの雨模様だっ

たが、芦屋カントリーにて４０名弱の参加で開催された。常連の強者が不参加と

いう事もあってか、思いがけない(本人談)我が京都部竹園部長の優勝と女子の

部もプリンスメネット西村優勝という結果となった。共にスコアについては「お聞き

下さるな！」という事だった。びっくり一杯の賑やかな表彰式に続いて、北野

ガーデンに場所を移して前夜祭が行われた。趣のある北野ガーデンで、箏とフ

ルートのセッションやジャズの演奏など大野理事期らしく前夜祭から音楽一杯の

スタートとなった。フォーマルで美味な食事に舌鼓を打ちながら多くのワイズメ

ン・メネットの交流に花が咲いた。 

 余談ではあるが、北野ガーデンからＡＮＡホテルへの道中、５，６分の道のりで

あるはずのところ、ナビに従って走行したらわけのわからない山中へと導かれ、く

るっとまわって元来た道を帰れという指示。狐につままれたような小一時間の雨

のナイトドライブとなった次第。翌日同じ目にあったワイズを発見、あれは一体な

んだったのか？いやはや、珍事ではあった。 

２０１8/6/１5 
西村 博 西日本区大会 前夜祭     



１．YMCA三条保育園 開園感謝会   
4月に開園したYMCA三条保育園の開園感謝会を開催し 

ます。ぜひご参加ください。 

日時：６月３日（日） 午後１時30分～３時30分 

場所：京都YMCA地階マナホール 

内容：感謝礼拝、保育園見学、報告・茶話会等 

お申込み：メールにてお申し込みください。 

（担当：久保田／hoikuen@kyotoymca.org） 

 

２．サマーキャンプ・サマープログラム受付  
今年も夏休み中の子ども達のためのサマーキャンプとス

イミング・体操のサマープログラムを実施します。 

会員の方のお申込期間は以下の通りです。ぜひご参加く

ださい。 

お申込み期間：（Web）6月4日（月）～ 

          （電話）6月12日（火）10:00～ 

お申込み先：京都YMCAウエルネスセンター 

（Tel）075-255-4709  

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

報告事項 

●岸君の入会式は、引継例会で行います。 

●６月第一例会に、関西盲導犬協会を招待

して事業内容を紹介いただき、寄付金を贈

呈する。 

 

承認された事項 

●引継例会登録料 ゲスト8000円 メネット

4000円 コメット4000円 コメット(小)3000円 

●在籍２５年以上のメンバーには、退会時

に記念の盾と感謝状を贈呈する 

  ３日 田中 邦昭 

  ６日 椹木 徳子 
６日(水) 第一例会 

  19:00 グランドプリンスホテル 

９日(土)～10日(日)  

  13:00 西日本区大会 

    ANAクラウンプラザホテル神戸 

23日(土) 引継例会    

  18:00 グランドプリンスホテル 

27日(水) 役員会  

   19:30  京都ＹＭＣＡ 

      

  

３．ホタルの夕べ  
バーベキューをしながら、リトリートセンターのホタルを鑑賞 

して初夏の夕べを楽しみましょう！ 

ご参加をお待ちしております。 

日時： ①6月15日（金）午後7時～  

     ②6月16日（土）午後7時～ 

場所： 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 ／小学生 1,500円 

     幼児 無料 

※参加費は当日、リトリートセンターにてお支払いください 

申込締切： 6月9日（土） 

お問合せ・お申込み： 京都YMCAリトリートセンター事務局 

（Tel）075-255-4709 ／（Fax）075-255-2087 

（E-mail）retreat@kyotoymca.org 

 

４．2018年度会員協議会 
公益財団法人京都YMCA第7回会員協議会を開催いたしま

す。詳細は後日ご案内いたします。ご予定くださいますようお

願いいたします。 

日時：6月22日（金） 午後7時～（予定） 

場所：京都YMCA三条本館 地階マナホール 


