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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 

３日(水) 通常例会 

びっくり例会と称して、当

日にならないと何がある

のかわからない例会。 

 

１４日(日) ファミリー例会 

関西盲導犬協会を見学

後、日吉フォレストリゾー

ト山の家にて、野外バー

ベキューを楽しみましょ

う。 

４月 例会案内 

例会出席 

３月第一     １５名 

３月第二     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        0pt 

現 金           0円 

累 計      25,500円 

                 0円 

                                 

 

累 計       406,062円 

３月第一例会   7,000円 

３月第二例会       0円      

累 計       37,000円 

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

 YMCAの会員証やキャンプ場には「1年を計る人は花を育て

る、10年を計る人は木を育てる、100年を計る人は、人を育てる」というメッセージがし

ばしばもちいられています。 

 私たちは、花の美しさや素晴らしい香りに感動し、美味しい果実に心が躍りなが

ら、花を育て木や森を育みます。それは、豊かな感性と次代へと繋ぐことができる知

恵をもつ人を育み、一人ひとりのいのちが大切にされる社会を創りだすことへと繋

がっています。 

 皆様よくご存知のようにYMCAでは、多くの事業やプログラム、そして体験活動を通

して、先達から譲り受けた大切な経験や資源を人びとと共有し、次の時代へと繋ぐこ

とを学びます。世代や文化の異なる人びととの交流の中で、人が人として生きること

が最優先され、誰もが生きやすい社会が作ることのできる知恵を学びます。 

 壮大な計画や見栄えの良い結果だけではなく、この社会の日常を生きる私たちに

とって、今よりこの次の瞬間が、今年よりも来年がより良いものとなりますようにと。

2015年の国連総会において全会一致で決議されたSDGs（持続可能な開発目標）

は、私たちが先達から預かった豊かな自然や資源を、有効活用しつつも次の時代に

繋いでいくこと、更には先進国と途上国や持てる者と持たざる者との対立ではなく

「誰一人取り残さない」ことを基本理念として取り組みはじめられました。 

 新しい技術や、科学の進歩は言うまでもなく大きな意義や価値がありますが、それ

は便利さだけを追求するのでなく、何よりも人の生命をまもることや、疾病や障がい、

紛争や貧困などによって弱くされた人にこそ優先して用いられるべきです。また、資

源には限界があり、自然環境は一度破壊されると復元することは困難です。だからこ

そ、すべての国や機関のみならず、市民も共に取り組むことが必要とされています。

YMCAとワイズが様々な機関と協同することはモデルともなるのではないでしょうか。 

 サバエやリトリートセンターを始めとした環境への取り組み、障がいや疾病によって

弱くされている子どもたちへのサポート、いじめのない社会をめざしてピンクシャツ

デーへの取り組み、次代を担うユースを育むことへの支援など、今後ともお支えいた

だきますようにお願いいたします。 

                  日本YMCA同盟  神﨑清一   

わたしは復活であり、命である。わたしを信じる者は、死んでも生きる。 
ヨハネによる福音書11章25節 

  「YMCAと協働することについて」 

Ｙサ・ＡＳＦ 



2019/3/6 
森 伸二郎 

3月第一例会     

今日の例会は、ピッコロ京都の店主神崎康利氏をお迎えして「紳士服のお

しゃれな着こなし」についてお話をいただきました。 

 お話は、署名な方々、スポーツ選手・俳優・政治家など、お召しになってい

るスーツの着こなしついて、画像をまじえて解説をしていただきました。そん

な中で私が感じた事は、日本では「背広」と呼ばれるスーツは、欧米の風土

や文化の中で培われた風習や価値観に基づくもので、「着物」と呼ばれる和

装文化の中のそれとは、異質の物なんだなぁと思いました。 

今回のお話を聞くまでは、「おしゃれ」とは自分を着飾りそれを楽しむものと

思っていたけれど、それだけじゃ「おしゃれ」とは言えないと言う事に気づきま

した。「おしゃれ」にはＴＰＯがあるという事を。まったくＴＰＯを考えずに服を

着ているわけではないし、おしゃれをしているわけでもないけれど、その時々

に出会う相手を気遣うＴＰＯをしてこそ本当の「おしゃれ」なんだということに

気づきました。 

 ウェルクラブとの合同例会ということもあり、普段にはない活気溢れる30名を

越える多数の出席者のなかで、西日本区、京都部や他クラブからのビジター

もお迎えして開催されました。 

 当日は、新入会員(福井義泰ワイズ)入会式が行われ、ウエルクラブにとっ

ては、新たな仲間が加わる素晴らしい会となりました。 

 また、ゲストスピーカーには、ZEROクラブ佐古田正美ワイズのコメット(佐古

田ひかりさん)をお迎えして、AYC(タイ、チェンマイ)とIYC(韓国、麗水)での体

験談をお話し頂きました。各国から参加されている学生の方々との異文化交

流をされたことや、あるテーマをもとにディスカッションするなど、大変貴重な

体験をされたことをお話しされました。そのテーマには、Say no to violence!

(暴力反対！)、インドでの人身売買など、国際的に問題視されていることば

かりで、我々の奉仕活動の参考になる発表もたくさんありました。 

２０１9/3/19 
今西 英隆 3月第二例会      ウエル訪問例会     

 我がクラブとＤＢＣ締結している東京サンライズクラブが、設立３０周年記念

例会を開催するにあたり、宇高会長・飯尾書記・岡西夫妻・西村夫妻と森夫

婦の８人でお祝いに行ってきました。 

 開始時刻は１２時。我々は１１時半に東京駅の日本橋口に集合して、桜の

開花宣言が済んでいるとは言え、寒い風がビルの谷間に吹いている中を、

徒歩で会場へ向かいました。 

 今回のプリンスからの参加者は、クラブ外でのイベントに参加する事の多い

メンバーだったので、東日本区での事でありながらも、顔見知りのワイズメン

が多く、会場に着くや否や握手の連発で、着席までに時間のかかる有様でし

た。 

 第一部は、開会点鐘、ワイズソング、会長挨拶、祝辞と続き、３０周年の歩

みが上映されて式典は終了。続いての懇親会を兼ねた第二部では、ＩＢＣ台

北ユニオンクラブそして宇高会長も祝辞を述べられ、乾杯の後は、もうワイワ

イガヤガヤ。そんな中で伊東クラブのメンバーと意気投合して、ＤＢＣ締結の

話まで飛び出し、宴たけなわの中、お開きとなりました。 

２０１9/3/23 
森 伸二郎 東京サンライズクラブ３０周年記念例会     



ウルポ・ヘイアウ古代遺跡清掃・開墾ワークに参加して  
 

ゼロクラブ 佐古田 正美 



報告事項 

●夜桜フェスタのチケット購入協力依頼 

●4/27・28サバエキャンプ場での薪割りと

草刈ワーク参加協力依頼 

●チャリティーランコース審判協力依頼 

当日の例会をどのように対応するかを、次

回の役員会で検討する 

●新玉ねぎファンド、４月第一例会にて受

付します。 

 

承認された事項  

●次期会長に小野敏明ワイズ(臨時総会) 

    

 ２５日 岸 裕也 
３日(水) 第一例会 

  19:00  グランドプリンスホテル 

14日(日) ファミリー例会 

   9:00  関西盲導犬協会と 

     日吉フォレスト山の家 

14日(日) リトセン夜桜フェスタ 

  16:00  宇治リトリートセンター 

15日(月) 京都部YYYフォーラム  

  19:00  京都ＹＭＣＡ 

18日(木) 三役会 

  19:30 京都ＹＭＣＡ 

24日(水) 役員会  

   19:30  京都ＹＭＣＡ 

１．リトリートセンター夜桜フェスタ  
春の香り漂う自然を感じつつ、ライトアップされた幻想的

な八重桜をお楽しみください。 

日 時  ４月１４日（日）午後４時～７時 

会 場  京都YMCAリトリートセンター（宇治市二尾宇川

１８） 

参加費 大人(中学生以上) 2,000円 小学生 1,000円 

幼児 無料 

問合せ 京都YMCAリトリートセンター事務局（三条本館６

Ｆ）（ＴＥＬ）０７５-２５５-４７０９/（ＦＡＸ）０７５-２５５-２０８７ 

※無料送迎バスもあり（定員になり次第締切） 

 

２．京都部YYYフォーラム  
ワイズメン、YMCAスタッフ、ユースボランティアリーダー

が、立場や世代を超えて共に考え、アイディアを出し合う

ことを通じて交流する機会です。 

日 時  ４月１５日（月） 午後７時 ～ ９時 

会 場 京都YMCA三条本館 マナホール 

内 容 新しいメンバー（リーダー）をどのように増やし、組

織を活性化していくか 

①基調講演： 安田良平氏「 京都ハンナリーズ事例から、

人を集める秘訣の全て」  

②グループミーティング、発表まとめ 

申込み 京都部YMCAサービス・ユース主査 松崎和彦さ

ん E-mail kazuhiko@abox23.so-net.ne.jp  

３．第14回京都YMCAインターナショナル・チャリティー

ラン2019 inかもがわ 参加・協賛申込受付  
YMCAがおこなう障がいのある子どもたちの活動（キャンプな

ど）のチャリティーイベントです。 

日 時 ５月１９日（日） 

会 場 鴨川公園特設コース 

申込み  （参加）リーフレットの専用振替払込用紙に必要事

項をご記入の上、郵便局にてお振込みいただくか、 

大会HP（http://kyotoymca.or.jp/c-run）のメールフォームよ

りお申込みください。 

 (協賛) リーフレット同封の協賛申込書にご記入の上、事務

局宛にFAXをお送りください（FAX番号：075-251-0970）。 

 ウエストオハフクラブ（ハ

ワイ）の%RE�.XZDKDUD�ワ
イズが亡くなられました。

謹んでお悔やみ申し上げ

ます。残念で無念です。 


