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主 

題 

はい、私たちは変えることができる      “Yes we can change”   

アクション                      “Action” 

風となれ、ひかりとなれ          こころ豊かにあるために 輝くために   

限界を超えろ                “Y’s Power?  No limit!”   

聖 

句 

会長主題 

１日(日)  通常例会 

京都部長の公式訪問例

会です。今期の京都部

の活動が説明されます。 

２７日(日) ワイズデー 

ギネスに挑戦。三条商

店街の協力を得て、ギ

ネスレコードに挑戦する

京都部の事業に参加し

ます。 

１０月 例会案内 

例会出席 

９月第一     １０名 

９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           0円 

累 計          0円 

スイカ         117,200円 

ぶどう          43,850円                       

 

累 計       161,050円 

９月第一例会       0円 

９月第二例会   9,000円      

累 計      12,000円 

 巻頭記事の原稿をお受けした時、どのような記事にしょうかなと悩みま

したがこの８年自分がどのように変わって来たかをお話ししょうと考えそして表題に「自分を

育ててくれたプリンスクラブ」を選びました。 

 確かに今７２歳、老いて行くのになぜ育てると言う言葉なのか？丁度８年前、岡西ワイズの

紹介でこのクラブに入会させていただきました。人生で例えれば幼児期です。右も左も何も

分からない頃、２５周年記念例会が行われ、少ないメンバーであの素晴らしい例会を行われ

た事を幼心に強い記憶に残り、またこのクラブが美しくて強い母のようにも見えました。順調

に成長すると思っていましたがやはり反抗期の時がおとずれます。やはりクラブについていく

だけの日々、そしてメネットが最初から入会することに反対でだいぶまずくなった時がありま

した。でもこのころを救って指導してくれたのが青い空と白い雲のキャンプ参加でした。これ

も岡西ワイズからの誘いで参加しました。重い病気の子供達とその兄弟が参加するキャンプ

です。何も分からず参加したのですが段取りが悪く、その時に救ってくれたのがウイングクラ

ブの人たちでした。クラブの垣根を越えた行動に初めてワイズメンの本質を教えられた事を

おもいだします。丁度このキャンプが１０周年になりお疲れさん会で同行されたメデカルス

タッフの方たちが苦労された１０年に感動の涙を流されたのは初めてボランティアに参加した

自分にとって大きくワイズの道が見えた気がしました。そして次の年のキャンプにメネットが参

加してやっとメネットの反対が解け反抗期が終わりを告げます。いよいよ青年期、３年目でこ

のクラブの会長職をいただきました。今も覚えています「明日に向かって一歩ふみだそう」の

会長主題で皆様に無理難題をおしつけたのではと思っています。飯盒のキャンプ、CSボウリ

ングのホストクラブ、そして廣井ワイズを京都部部長に推薦した事です。 

 自分としては一歩も二歩も踏み出した気がしますが、メンバーの方々のご協力無しでは行

えませんでした。今でも感謝しております。会長を経験させて頂いたおかげで、他クラブの方

たちともワイズの輪が出来、ワイズライフの楽しみ方がちょっと分かった気がします。いよいよ

壮年期、廣井京都部部長の下で京都部会計をさせていただきました。ここでまたプリンスクラ

ブの良さが出てきます。丁度３０周年に当たり、そこで３０周年記念例会を京都部部会に変え

て行うの案で取り組みました。このときは熟練メンバーと新メンバーとが全員一致団結した集

大成だったと思い、２５周年記念例会以上の京都部会が行われたと自負しております。 

 このように自分を育ててくれたプリンスクラブ、これは良く耳にする「自己研鑽」をそのまま

行って来たような気がします。是非皆様も成長さなかです。色々な場面が有りますが自分か

ら進んで飛び込んで行きましょう。クラブは暖かく育ててくれます。 

     第２９代元会長  飯尾 豊 

あなたの重荷を主にゆだねよ。主はあなたを支えてくださる。 

詩編55篇23節 

 

Brotherhood Fund 



 9月1日(日)京都ホテルオークラにて約420名の参加で開催されました。主題は島田博司部長の「限界を超えろ！」

のもと式典に続き各クラブ会長発表がありました。クラブの５年後１０年後の将来像について話されました。 

京都 個々のメンバーが基本理念を理解し、若手メンバーが伝統あるクラブを、どう生かし用途かを考える。 

パレス 幅広い年齢層がいて、若い会員が勢いの有る会員を引っ張ってくる良い循環を生成する。 

ウェスト 長短所を考える。女性が多く参加率高く交流が深まる。特化した活動が見当たらない。エクステンションを目指し

会員増強を図る。 

メイプル 会員４０人を目指し４０周年を迎える。持続的に会員増強を図る。 

キャピタル 未来総合委員会でブレインストーミングで４テーマに絞る。未来を考え続けられるクラブと会員でありたい。 

プリンス（飯尾会計代読）未来を語る前に過去現在を振り返ろう。ＹＭＣＡ活動に協力、地域に根ざした奉仕活動を続けて

きました。プロジェクト３５を立ち上げクラブの本分を考えて行き、過去を振り返り未来を疑い改革を進める。 

センチュリー 高齢化に伴い会員増強を図る。５年後１０年後を考えるには会員増が必要。 

ウイングク 新会員を登用し育てる機会を作る。新会員が新会員を呼ぶ良い流れを作る。 

洛中 会員高齢化ながら仲良く活動して行く。 

エイブル 高齢化で平均６３才を５年後に５０才に若返り会員３０人を目指す。グローバルクラブ 活動満足度上げて行き、

増員を図る。会員意識調査で会員数１００人越を望むが多数。クオリティの高い事業を目指す。 

みやび（代行）会員数が少なく原点回帰して会員増強。そのために同世代の仲間知り合いに呼びかけて行く。 

トップス ＹＭＣＡとワイズは両輪、その為にはノンドロップと増員。日本一アジア一のクラブを目指す。 

トゥビー ５年後会員６０人、女性比２０％。理念の共有したエクステンション１０年後に１００人を目指し京都部・西日本区に

継続的に人材派遣。 

東陵 地域に根ざした奉仕活動を続けてきて、５年後３０人１０年後５０人に増員を目指す。 

ウェル 今出来ることを皆で取り組む。暖かい雰囲気を残し増員。個人の希望としてセブ島にワイズを作りたい。   

ゼロ ２０２２年に１００人でエクステンション。２０３０年に親子クラブ同時にエクステンション。個人の希望でフィリピンにワイ

ズとオーガニック畑を作りたい。 

北京都フロンティア 新しいクラブで５年１０年前を振り返られない。今の２５人を大事にして１００人を目指せれば幸い。 

２０19/9/1 
田中 邦昭 9月第一例会            京都部部会           

 18日(水)なぜか久しぶりのプリンスホテルにおける例会という感じがした。 

 ＤＶＤのタイトルは、「灯篭流し Paper Lantern」（原爆で死んだ米兵秘史）。この映画は、僕が今年の6月に東日本

区大会に参加した折に東日本区アワーとして上映された物で、少し感動を覚えました。この映画に出てこられる森さ

んというおじいさんが、オバマ大統領にハグされた人なんだ。でも、どうしてこの森さんは原爆で死んだアメリカ兵の事

を40年もかけて調べたんだろう。この方の心の内には何があるんだろう。・・・ 本当にそんなことを考えずにはいられ

ませんでした。是非、我がクラブのみんなに見た貰いたい。みんなはどう感じるんだろう？そして、その感じたことか

ら、どんな行動を引き起こすことが出来るのか？みんなに問いかけてみたくなったのでした。 

 クラブを通じていろんな働きかけをして、多くの方々に見てもらいたかったのです。おかげで9名のクラブ外からの参

加者を迎えられ、少しは良かったかなと思っています。ワイズメンとして、ドライバー担当の者として充分満足のいく結

果ではありませんが、僕が真剣に感じたことをクラブに投げかけてゆきたいと思っています。 

 僕の独りよがりになったのかもしれませんが、僕が良かったからみんなと共有したいと真実思ったからなのです。 

これからの残りの例会も僕が本当にみんなと共有したいと思う事を提案してゆきたいと思っています。どうぞ宜しくお

願い致します。きっとその先には、新しいプリンスクラブが生まれてくるものと思っています。 

２０19/9/18 
岡西 博司 9月第二例会              映画鑑賞          



２０１9/9/15 
岸 裕也 サバエ秋祭り    

今期は小野会長の下、会長主題「守るために変えてゆこ

う、少しずつ」を意識してクラブのＹサ・ユース事業を受け持

たせて頂くことになりました。前期は会長職を意識し参加し

ていた事業もありましたが、今期はワイズメンズクラブの活

動の根幹である青少年育成と家庭支援を担うＹＭＣＡサー

ビス・ユース事業を進めていくＹＭＣＡや他クラブとの連携

の要役として引き受けました。 

私は学生ボランティアリーダーとしてＹＭＣＡに関わって

以来、様々な活動に参加してきましたが、ワイズメンとご一

緒する機会も多く、今から思えばワイズのＹサ事業を共に

取り組んで来た訳ですね。ＹＭＣＡの委員会での意見もワ

イズメンの立場になり理解できるようになりました。あるワイ

ズメンから私は「ＹＭＣＡ側の人」と比喩されたことがありま

すが、今は少し中立的な立ち位置にいるかなと思っていま

す。 

さて、Ｙサ・ユース事業はＹＭＣＡの行事への協力や応

援が主となりがちですが、私はそれらを継続していく中で、

子ども達や保護者の関心、ニーズをくみ取り、時代の変化

にあわせてポジティブネットのある事業のイノベーションも

必要だと考えています。地域社会から求められている活動

を守るために新しいことへの提案、助言もしていきたいと思

います。そして幼児・家族向けに、ＹＭＣＡだけではできな

い事業も少しずついっしょに創り出していきたいと考えてい

ます。 

そこで、今期はサバエ教育キャンプ場やリトリートセン

ターの利用者増加に向けた施設運営支援・協力、ＹＭＣＡ

と共同した新たな幼児・家族向け事業の開発、ユースボラ

ンティアリーダーや留学生への支援、ＹＭＣＡが行う新規

行事への参加、協力に取り組みたいと考えます。 

子ども達の笑顔を見て、協力してよかった、参加して楽

しみが増えたと思える事業にしていきたいと思いますので、

ご協力よろしくお願いいたします。 

宇高 史昭 

Yサ・ユース事業委員長に聞きました。         

 2019年9月15日びわこサバエキャンプ場にて、恒例の秋

祭りが開催されました。私たちプリンスクラブでは、例年ドリ

ンク（ジュース・アルコール）の出店を行っており、今年も同

じ段取りにて出店お手伝いをさせていただきました。当日

参加メンバーにて、事前準備として、ジュースやアルコー

ル類を購入し、当日に冷えた状態で持参するように工夫を

しておりました。私は子供用ジュースを購入する役割で

あったため、幼児から小・中学生、大人まで喜んでもらえる

ように、幼児用パックジュース、ペットボトルのジュース、昔

懐かしのラムネ、冷やしあめなどを購入し、持参しました。 

 当日は秋晴れの良いお天気で、日中の気温も上がった

こともあり、出店の開始時より順調にジュース、アルコール

ともに売れていきました。私は4歳の息子とともに参加させ

ていただきましたので、息子にも売り子として頑張ってもら

おうと思い、前日に家で呼び込みの練習を行い、そして看

板を作り、練り歩いてもらいました。そのおかげも少しあっ

たのか、終了間際には用意したジュースやアルコールは

完売状態となり、良い終わり方ができたのはないでしょう

か。来年も同じドリンク（ジュース・アルコール）の出店を、プ

リンスクラブが担当するのであれば、当日参加者の方から

のリクエストの多かったノンアルコールビールを用意してお

くべきことは記憶しておきたいと思います。 

 私はワイズに昨年入会して、昨年、今年と秋祭りに参加し

ましたが、今年は事前準備や

当日のお手伝いを通して、他

のワイズメンと距離も近くなり、

また他クラブの出店等で多く

の方に出会えるのは、とても

貴重な経験であると感じまし

た。息子もワイズのイベントに

参加するのを楽しみにしてよう

で、冬にはクリスマス例会もあ

り、これからも家族でワイズの

活動を楽しむことができれば

と思います。 

 “ぼくとロック”         藤尾 実 



報告事項 

●オータムフェスタでぜんざい出店 

●ワイズデーに、関西盲導犬協会出店 

●１１月２４日 ののさんゴルフコンペ ８

組で開催 

●黒豆ファンド実施 １０月２０日 

 

承認された事項  

● なし 

    

  該当者なし 
２日(水) 第一例会 

  19:00  グランドプリンスホテル 

５～６日 加子母ファミリーキャンプ 

    9:00  京都駅八条口バスセンター 

20日(日) ジャガイモ 

  8:30 京都青果市場 

27日(日) 第二例会 ワイズデー 

  11:30  三条商店街 三条大宮公園 

30日(水) YMCAチャリティーゴルフ 

      センチュリーシガＧＣ 

30日(水) 役員会 

  19:30 廣井事務所 

      

１．中京区民ふれあいまつり 視覚障がい者サポート

体験ブース出展      
中京区ふれあいまつりに京都YMCAボランティアビュー

ロー専門委員会が手引き体験ブースを出展します。 視

覚障がい者の方をサポートする手引きについて、楽しく学

んでみませんか。ぜひお立ち寄りください。 

日 時： 10月20日（日）10時～15時 

場 所： 中京中学校グラウンド （中京区西ノ 

京北聖町51／地下鉄二条駅徒歩すぐ） 

お問合せ:   担当 藤尾 ＴＥＬ075-231-4388 

 

２．チャリティーデー協力のお願い     
①チャリティーバザー  

日 時：11月3日（日）11時～13時30分  

場 所：京都ＹＭＣＡ 

内 容：京都ＹＭＣＡがおこなう青少年育成、地域 

奉仕等の公益活動寄付金の拡充のために、寄贈品販 

売、食べ物屋台出店などの委託品販売をおこないま 

す。 

お願い：寄贈品（食品、アルコール類、物品等）のご 

提供、販売委託品のご提供、及び食べ物屋台出店の     

ご協力をお願いします。 

（寄贈品は10月15日（火）～10月19日（土）にＹＭＣ 

Ａ１階受付までご持参願います。 

受付時間（月曜～金曜）午前９時～午後７時３０分、 

（土曜）午前９時～午後４時３０分） 

②国際協力街頭募金 

日 時： 11月3日（日）13時～15時 

場 所：河原町三条、河原町四条、河原町御池など 

内 容：上記などで、街頭募金を行います。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。 

申込み：ワイズメンズクラブごとにお願いします。 

①②問合せ：担当 藤尾 ＴＥＬ075-231-4388 

 

３．ＹＭＣＡ三条保育園「子育て支援企画」協賛のお願い   
すでに、協賛などご協力いただきましたみなさまありがとうご

ざいます。引き続き、協賛などご協力よろしくお願いします。 

①親子で共に歌って遊んで楽しめるミニコンサート 

「旅芸人 福尾野歩さんと遊ぼう」   

日 時：11月4日（月・祝）10時～11時30分 

場 所：京都ＹＭＣＡ 

対 象：幼児～小学生の親子40組～50組 

②講師による積み木パフォーマンス、積み木や構成玩具を

用いて、親子で遊びます。 

「相沢康夫さんと積木で遊ぼう～積み木ライブショーを楽し

む」 

日 時：2020年1月12日（日）14時～16時 

場 所：京都ＹＭＣＡ 

対 象：幼児～小学生の親子40組～50組 

問合せ： 保育園園長 神戸（ＴＥＬ075-254-8131） 

 

 今月号は、写真が少なくてす

みません。私が部会を欠席し

たり、例会にカメラの持参を忘

れたり、ブリテン担当としての意

識が足りないことを反省してい

ます。また原稿をお願いした方

は、一生懸命書いてくださって

いることに感謝です。  


