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主 

 

題 

私たちは変えられる                “Yes we can change”   

アクション                   “Action” 

未来に残すべきものを守り育てる   
         “Let’s protect and cultivate what shoul be passed on to the Future” 
永遠の絆               “Will the circle be unbroken”   

聖 

句 

会長主題 

６日(水) 通常例会 

２月第一例会は、TOF

例会。世界の中で飢餓

に苦しむ子供たちの事

を思って集いましょう。 

２０日(水) 通常総会 

仏教大学・濱吉美穂先

生をお迎えして「人生の

有終の美を飾るために」

をテーマにお話をいた

だきます。 

２月 例会案内 

例会出席 

１月第一     １２名 

１月第二     １４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        0pt 

現 金      25,500円 

累 計      25,500円 

                0円 

                                 

 

累 計       394,062円 

１月第一例会       0円 

１月第二例会   4,000円      

累 計       18,000円 

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

 メネット主査を受ける時、色々な事を考えました。「受ける

べきか？受けざるべきか？」 

 元々、僕はメネット事業と言うのに反対の意見を持っていました。特に、京都部に

おいては、他の部と違い、メンの人数も多いし、活動も活発です。そんな中で、メネッ

トがどんな活動ができるのでしょうか。何かしたいという意識のある方は、逆にメンと

なって活動されたら良いのではないかと思っています。又、同じクラブ内でメネット同

士が仲良くなってくれれば良いのですが、逆に「私は行きたくない。」「あなたが入っ

たクラブになんで私が行かねばならないの。」「私には私のやりたい事があるから」な

んて声を聞くことが有ったりして、非常に難しい部署であると思っています。 

メネットとメネット会とは違うんだ。そんな結論に達したのです。ワイズライフをメネッ

トやコメットと一緒に楽しむことは、非常大事な事だと思います。いろんな機会にメ

ネットやコメットが出て来て頂く事は嬉しいことで、メンがどんな活動をしているのかを

知って頂ける機会が有ることは大事な事だと思っています。 

 じゃ、メネット主査として、どういう活動をしたらいいのだろうか？ 

今期、メネット主査として活動する際、皆さんに度々言っていることが有ります。「自ク

ラブにメネット会が無いから関係ないと言わないで、新しくＣＳ事業が増えたくらいの

気持ちで、メンが主体となってメネットと共に活動してくださいね。」 

 今期最初のメネットアワーでは、「いのちの電話」を紹介させて頂きました。期の最

初でもあったこともありメン・メネット達が大勢参加して頂けました。しかし、後期に

行ったメネットアワーでは「ピンクシャツデー」を取り上げましたが、さんざんたるもの

でした。これからのメネット事業、どのようになってゆくのでしょうか？メネットと言う言

葉が日本に入って来て50年。大きな変革の時に来ているのではないでしょうか。 

「変えることのできないものについては、それを受け入れるだけの落ち着きを。変える

べきことについては、それを変えるための勇気を与えてください」 

 こんな言葉を、思い出すこの頃です。 

  西日本区京都部メネット主査  岡西 博司 

信仰と、希望と、愛、この三つは、いつまでも残る。その中で最も大いなるものは、愛である。 
             コリントへの信徒への手紙 一 13章13節 

  「メネット主査としてと 」 

ＴＯＦ・ＣＳ・ＦＦ 



2018～2019年上半期を振り返って 
 

クラブ会計 田中邦明   
 

 ７月のサバエ開設ワークから今期が始まりましたが、残念ながら私は肩が不完全で欠席しましたが、暑い

中参加されたメンバーにはご苦労様でした。 

 今期より岸ワイズを正会員として仲間が増えました、活躍を期待しております。恒例のスイカファンドは前年

の３９２個から４３６個へと増え森ファンド委員長の健闘に会計としても感謝申し上げます、今年のスイカは十

分の甘みがあり満足しました。また第２例会がお盆と青い空と白い雲キャンプの日程が重なりお休みになり

ましたがこれも一つの考え方だと思われます。 

 ９月はスタッフ不足も有り１５日～１６日のファミリーキャンプは中止となり、サバエキャンプ場の活性化の一

環となる事業だけに残念でした。ジャガイモファンドは前年より益金が約３４％減となり、原因として販売先の

家族構成等の変化が大きな要因となり数量の減少となりました。来年からは大きな期待は持てないので早

急に手を打つ必要を感じます。 

 １１月のワイズデーは若いメンバーの参加が無くその意義を問われるのではないでしょうか？その半面クリ

スマス例会は５０名を越える参加が有り久しぶりの賑やかな例会で嬉しく思います。メンバーが少なく各委員

長には会計的にもご苦労をおかけし工夫されて運営していただいておりますが、やはりメンバー拡大を目指

すのが正解でしょう。 

2019/1/05 
岸 裕也 

1月第一例会   新年例会  

 今年初めの1月第一例会は、いつもの例会会場であるグランド

プリンスホテルの中華レストラン桃園の特別個室での新年例会

でした。プリンスワイズメンズクラブのゴルフ部の一部の有志の方

は、新年例会の前に初打ちラウンドに行かれたということでした。1

月にしては暖かいお天気だったそうですが、スコアは・・・。 

 18時から新年例会開始となり、今回のゲストとして中村様と押村

様の2名のご参加があり、今西ワイズからご紹介をいただきました。

また今西ワイズとともに、私もご両名ともに以前から交流があり、ワイ

ズの活動にご興味を持たれていることお聞きしたことありましたので、

新年例会、そして初打ちラウンドに参加されて、ワイズメンとの交流を

持っていただいたことを嬉しく思っております。宇高会長からのご挨拶

では、1月3日の震度6弱の熊本地震のお話もあり、2019年の年始から災害には

気をつけないといけない1年であるということ実感しました。 

 さて、お食事が始まると、今回はお酒の提供があるということで、通常はまじめ

で静かな例会ですが、にぎやかな雰囲気に。乾杯はビール（お車の方はノンア

ルコール）でしたが、お酒好きメンバーの周りでは、ロックやホットの紹興酒へ切

り替え。その後はスーパーニコニコタイムということで、岡西ワイズからは2月の最

終水曜日のピンクシャツデー（カナダの学生2人から始まったいじめ反対運動）

のお話、飯尾ワイズからはバイク乗りとしてのお話、三村ワイズからは下田の金

目鯛のお店のお話、宇高会長からはプリンスの活動としての新企画のお話と、

各メンバーのお話をお聞かせいただき、なごやかで楽しい新年例会となりまし

た。 

 年末年始にかけて、「平成最後の○〇」というフレーズを良く耳にしましたが、

京都プリンスワイズメンズクラブの平成最後の新年例会を、メンバー・ゲストの仲

間で美味しいお食事とお酒を飲みかわし、御料理はお正月のおせち料理から

和食続きであったため、中華を堪能することができました。 

 新年例会後には、プリンスワイズメンズクラブの夜のパトロール部は、初出勤と

して夜のネオン街に繰り出していったそうです。 



１月第２例会は恒例の半期総会。 

マスク姿の宇高会長の開会点鐘会長挨拶、神戸淡路大震災の話をされ一

同がいろいろな思いで聞かれていたと思います。藤尾連絡主事も当時自宅の

ある東灘区で震災に遭遇された経験と、ボランティアによる炊き出し等の支援

活動に感謝されていました。私も当時発生後５日目に東灘区に行き知り合い

の会社登記簿を倒壊した建物を解体搬出した時の思い出が目に浮かびまし

た、いつ起こるかわからない震災その時に何ができるのか改めて考えさせられ

ました。 

半期総会は事業報告、半期の会計報告がされました。確認の質問は一二

点ありましたがほとんど報告のみの進行で時間も余りました、近年の総会は議

論が白熱して例会時間を延長することがなく、役員にとっては楽といえば言葉

が悪いかもしれませんが現実にはそうなっています。今後のクラブの活動につ

いてはどうなんでしょうかね？ 

 

２０１9/1/16 
三村 良行 1月第二例会    半期総会     



報告事項 

●２月４日第２回EMCフォーラム開催のお

知らせ。申込締切1月18日 

●チャリティーボーリング大会（2/24 しょ

うざんボール）参加1/18締切 

●3月23日12時～15時 東京サンライズ30

周年記念例会 ブラッスリー東洋にて 

そのあとDBC交流会を開催 

 

承認された事項  

●古市ワイズ、１２月末をもって退会 

●２月第一例会安保先生の食事代は、CS

委員会費より拠出する 

 

  １日 廣井 武司 

 １７日 岡西 博司 
２日(土) ピンクシャツデー講演会 

  18:30  京都ＹＭＣＡマナホール 

６日(水) ＴＯＦ例会(ウエル合同) 

  19:00  グランドプリンスホテル 

11日(月) ネパール 

       チャリティーバザー 

  10:00  京都ＹＭＣＡ 

20日(水) 第二総会  

  19:00  グランドプリンスホテル 

24日(日) 京都部ＣＳチャリティー 

       ボーリング大会 

  15:00 しょうざんボール  

27日(水) 役員会  

   19:30  京都ＹＭＣＡ 

  

１．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11日（月・祝） 

11:00～15:00（予定）＊時間は決定次第案内します。 

場 所：京都YMCA 三条本館地階・1階 

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（木）～2月7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。 

お申込み・お問合せ：京都YMCA会員部 

(TEL）075-231-4388／（Mail）kyoto@ymcajapan.org 

 

２．第16回 発達障がい児理解セミナー  

特性が気になる子の成長と関わり   
学校や家庭など生活のなかでさまざまな特性を感じ 

る子どもたちの成長の可能性を探りながら、周囲の 

大人としてのよりよい関わり方を考えます。 

日 時： 2月23日(土)  9:30～11:30（9:15開場） 

場 所：京都社会福祉会館 3階第5会議室 

参加費：1,500円 

お申込み： チラシ裏面の「参加申込書」をご覧いただ

き、メールまたはFAXにてお申し込みください。 

（Mail）support@kyotoymca.org／（FAX）075-255-2087 
 
３．設立１３０周年記念会員集会 
創立130周年記念として、京都市の子育て支援施策につ

いての講演をメインプログラムに、京都YMCAの子育て事

業についてともに考える時間を持ちます。ぜひご参加く

ださい。 

日 時：2月16日（土） 18:00～（17:30開場） 

18:00 第1部 式典  

18:30 第2部 講演「京都市の子育て支援施策ついて」 

19:30 第３部 懇親会 

場 所：からすま京都ホテル 

登録費：9,000円（全出席） 

（第1部、第2部のみ：1,000円／3部のみ：8,000円） 

お申込み：2月5日（火）までにメールまたはFAXにて、

クラブごとにお申し込みください。 

（Mail）kyoto@ymcajapan.org／（FAX）075-251-0970 

 

４．ピンクシャツデー 
今年のピンクシャツデーは2月27日（水）です。京都

YMCAの取り組みについては追ってご連絡いたします。  


