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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 

４日(水)  通常例会 

設立３５周年記念事業に

ついて検討する例会で

す。 

２２日(日) 第二例会 

今年のクリスマス例会

は、室内オリンピックで

盛り上がろうという企画

です。 

１1月 例会案内 

例会出席 

11月第一     １４名 

11月第二     １２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 

                0円 

                     0円                       

 

累 計       161,050円 

11月第一例会   7,000円 

11月第二例会   6,500円      

累 計      25,500円 

 プリンスクラブのみなさん、いつもYMCA活動をご理解、ご支援いただき、ありがとうござ

います。今回は私がプリンスクラブの連絡主事として日頃感じていること、そしてプリンス

クラブに期待することを書かせていただきます。 

 

 「プリンスクラブのイメージ」 

 プリンスクラブは「青い空と白い雲のキャンプ」「サバエ教育キャンプ場開設ワーク」「リトリートセ

ンターフェスタ」など、他にも多くのYMCA活動に、積極的に関わっていただいており、また個人

でも、YMCAのさまざまな活動の委員になっていただき、YMCAの活動をお支えいただいている

方が数人おられます。また、例会時にYMCA報告で、私が話す時、みなさんが、真剣に話を聞い

ていただいています。当たり前ですが、いい加減なことは言えないですし、YMCAが何の目的で

活動をしているかしっかりとアピールをしないといけないと緊張感も生まれますし、励まししていた

だいているとも感じ、YMCAと向き合って様々な活動を行ってくださっていると感じます。 

 もう一つのイメージは、民主的なクラブという印象です。物事を決める際に、おかしいことはおか

しいと言い、なあなあで決まらない。時には活発な議論が繰り広げられ、ベテランのメンバーもい

い意味で遠慮はせず、クラブにとって大切なこと、ワイズメンズクラブにとって大切なことは何かと

いうのを教わることが多いです。 

 また、プリンスクラブのメンバーは、例会の時、会場入りすると、例に漏れず、握手を交わし、「こ

んばんわ」とあいさつをしますが、その時に私の勘違いかもしれませんが、「非常に歓迎されてい

る」と毎回感じます。また、連絡主事の私のことを「藤尾ワイズ」と呼んでいただいています。そん

なところからも、プリンスクラブのみなさんは、私のことを連絡主事であるとともに、「メンバー」とし

て接していただいているなあと感じます。ただ、そんなプリンスクラブのメンバーが20名に満たな

いというのは非常に意外です。クラブ内の絆が強い分、もしかしたら、逆にメンバー候補の方も入

りにくいところがあるのかなあとも感じます。 

「プリンスクラブに期待すること」 

 みなさんが、みなさんのご家族がＹＭＣＡプログラムに参加していただいた経験を、ぜひ、クラ

ブメンバー、メンバー以外の方に伝えていただきたいです。YMCAプログラムの内容、参加して

いる子どもたちや大人がどのように、成長しているか、みなさんがどのように感じておられるかを、

ぜひ、お知り合いの方にお伝えいただきたいです。そしてそんな活動を支援しているワイズメン

ズクラブにお誘いいただき、ワイズを増やしていただきたいと思います。 

 今期、小野会長は、「守るために変えてゆこう、少しずつ」と会長主題を掲げられています。文

字通り、改革の道を一歩一歩進んでいることを感じます。きっと2年後、プリンスクラブ創立から３５

周年を迎えた時、プリンスクラブが大切にしていることは守りつつ、今よりの活気があるクラブに

なっていると思います。そして、地域社会がよくなっていく、世界がよくなっていくためにYMCAと

ともに歩んでいただきたいと思います。これからもよろしくお願いします。 

京都YMCA連絡主事  藤尾 実 

キリストは、神の身分でありながら、神と等しい者であることに固執しようとは思わず、かえっ

て自分を無にして、僕（しもべ）の身分になり、人間と同じ者になられました。  
フィリピの信徒への手紙 ２章６節  

プリンスクラブの皆さん、 

                      これからも宜しく  

EMC-MemberShip 



 本日の例会は10月に行われたワイズデー及び国際協力募金の報告がされ、ワイ

ズメンバーの日々の活動に改めて敬意を表します。当クラブでお世話いただいたメ

ンバーお疲れさまです。 

 本日のゲストスピーカーは西日本区EMC主任牧野篤文京都トップスクラブをお迎

えして「これさえやれば、メンバーは増える！」を題目で講演いただきました。西日本

区の最新現状報告をされ、現状では京都部のメンバー増強が非常に好調であるこ

とやその分析をわかりやすくパワーポイントを使い説明されました。現在西日本区に

おいても特に優秀クラブであるトップスクラブですが、2003年時はメンバー数が13名

で実質の活動メンバーは10名未満であったこと、牧野ワイズご自身もただ在籍して

いるだけのメンバーであった事、ご自身の体験談も踏まえどのようにクラブを改革し

発展できたかを熱く語っていただきました。プリンスクラブの現状はメンバー数だけ

の比較をするとトップスクラブと対比する年月であったように思います。クラブの宝で

あるメンバーそのメンバーを増やすための努力をされてきたことを改めて考えさせて

いただきました。話の中でメンバー自身の意識改革やメンバーの経験値などに階段

があり徐々にステップアップすることを大切にされてきたことなどが印象的でした。私

がプリンスクラブに入会させていただいたときには自然とその環境がクラブの中にあ

り楽しくクラブライフを送らせていただいたように思います。 

ベテランメンバーと呼ばれるようになり、自分自身プリンスクラブから自然と与えてい

ただいたクラブ活動の楽しさや意義を今のメンバーと共有できているかといえばでき

ていないと思い反省しています。すみません！ 

 例会終了後、仕事の都合で欠席が多い蒔田ワイズを囲み居酒屋で懇親会、久々

に楽しいお酒をいただきました。最後までお付き合いいただいた牧野主任に感謝で

す。 

２０19/11/6 
三村 良行 11月第一例会           EMCアワー           

 今期2度目の「フレンドシップ例会」に向かう私の足取りは、いつになく重く、胸の中

もなにかモヤモヤした引っ掛かりがありました。今期からの取り組みで、まだ慣れて

いないことも影響しているのかもしれませんが、自分の心に描く例会の景色が大きく

変化をしてゆくのについていけない自分がいることに戸惑いと限界を感じているの

かもしれません。 

 しかし、例会場でメンバーの顔を見て、笑顔で言葉を交わすだけで気持ちが落ち

着いてくるのは不思議なものです。例会の意義はこの瞬間にあるのでしょうね。私の

ように高齢者になると日々人と言葉を交わす機会も減り、視野が狭くなってつい短

気になりがちですが、自己中心にならず、みんなの「友を思いやる心」に触れると例

会にきてよかったと感謝できる自分を取り戻すことが出来ます。 

 楽しく食事をしたあとは、委員会グループに分かれての会議、各委員長のリードで

進んでゆきます。気になることは話が脱線することなくスムーズに進みすぎて、きれ

いすぎる運びに「何か」を感じる自分がいます。以前の無駄話の方が多く、時間を忘

れての委員会からは見事に効率化され、これが現代なのかもしれません。会議の後

は各委員長からの報告があり無事終了、次に富士山YMCAでの一泊ファミリー例会

の話になりました。まずスクリーンに映し出された会場の説明がなされ、いかに素晴

らしいところであるか目で見て感じてほしいとお話しがありました。会長とドライバー

委員長とが思いを込めて取り組まれた事業であること、事業目的への理解、そして

大切なお金の使い方、事業予算、個人負担についての説明がなされました。この日

の意見を大切に再度検討を重ねて役員会にかけることになりました。枕が変わると

寝れない私、個室希望は却下ですよね？ 

 本日の例会の出席は12名、お休みは4名ちょっとさみしい例会でした。それと例会

の食事に苦情、ご飯が固すぎるのでご配慮をお願いします。委員長から“お粥にす

るぞ”と言われそうですが・・・・・・ 

２０19/11/20 
廣井 武司 11月第二例会                           



２０１9/11/17 
宇高 史昭 リトリートセンター・オータムフェスタ    

プリンスワイズメンズクラブとしてのＣＳ事業の在り方      CS・環境委員長 斎藤 謙治 

 秋晴れの中、今年は紅葉が遅れている京都ＹＭＣＡリトリートセンター

で、第１９回リトセンオータムフェスタが開催されました。京都Ｙの日本語

学校の留学生や野外活動クラブの子供達との交流の機会であるこの事

業に、わがプリンスクラブは今年もぜんざいの屋台出店で協力しました。 

 ベテラン店長の飯尾ワイズを中心に、廣井ワイズ、斎藤ワイズ夫妻が開

会前早朝から、手際よく豆から茹でてつくる小豆汁の仕込みに取りかかっ

てもらいました。レトルトのぜんざいを使ったものとは一味違う好評の秘訣

はこの準備にあります。他クラブも毎年好評の定番メニューで参加され、

この味巡りが楽しみのオータムフェスタはリトセン恒例の行事となっていま

す。 

 わがクラブの焼き餅入りぜんざいは、別腹の食欲をそそり、開始から少

し遅れて立ち寄る人達のピークを迎えます。小野会長、岡西ワイズ、田中

ワイズ、西村ワイズの手際よい配食で、午後１時過ぎ用意した１２０食を完

売しました。 

 食後のアトラクション、クラブ対抗の玉入れ大会では、椹木ファミリー、今

西ファミリーの力を借りて、老若男女One Teamとなって勝ち抜き、三位決

定戦で僅差で破れましたが、四位の成績を残しました。ここではスポーツ

万能の小野会長の玉入れ確率の高い技が光っていました。「もうあかん、

年や！」と叫びながら脅威の底力で三戦闘い抜いたメン、メネット、孫メッ

トの体力・気力脱帽です。 

 ワイズメンの顔ばかりが並ぶ行事となっていますが、外部の人にリトセン

やワイズメンズクラブのメンバーを知ってもらえるまたとない機会の１つな

ので、ゲストを招くことも考えるべきだったとＹサ・ユース委員会として反省

点が残るオータムフェスタでした。 
 

参加メンバー：小野会長ファミリー、今西ファミリー、椹木ファミリー、岡西夫

妻、斎藤夫妻、廣井ワイズ、西村ワイズ、飯尾ワイズ、田中ワイズ、宇高（記録） 



報告事項 

●半期事業報告書を12月16日までに書記

まで提出する 

●年越しそばファンドを実施する 

●2月第一例会にて、ののさんチャリティー

コンペでの寄贈金をお渡しする 

 

承認された事項  

●一泊例会を４月11日～12日に富士山

YMCAで開催する 

●３月第二例会をＹサアワーとする 
 

 １５日 斎藤 謙治 ４日(水) 第一例会 

  19:00  グランドプリンスホテル 

18日(水)～20日(水)ロビーコンサート 

  18:00  京都ＹＭＣＡ 

22日(日) 第二例会 クリスマス 

   17:00 グランドプリンスホテル 

26日(水) 役員会＆忘年会 

  19:30 廣井事務所 

      

１．市民クリスマス        
京都YMCAでは、今年もクリスマスのプログラムを行いま

す。一般の方もご参加できます。 

ご家族、お友達で是非ご参加ください。 

日時：12月20日(金) 聖母学院中学・高等学校ハンドベルコ

ンサート18：30～19：00 礼拝19:20～19:50  

キャロリング20:00～21:00 

場所：三条本館および三条寺町界隈・新京極周辺でキャ

ロリング 

礼拝・奨励：篠澤 俊一郎 牧師（日本ナザレン教団花園

キリスト教会）申込み：不要 

問合せ：TEL 075-231-4388 

 

２．クリスマス ロビーコンサート  
日時：12月18日（水）19：00～20：00 ザ.クリスマスソング

～なつかしのポップス 演奏Dusk to dawn 

 12月19日（木）19：30～20：30 女性ボーカルとギターの

調べ 演奏 Ikuko  Itou〔Vo〕、Tomoko  Yoshioka〔Vo〕

Akira 〔Gt〕/  Taeko〔Vo〕 

場所： 京都YMCA 1階ロビーステージ 

申込み：不要 問合せ：TEL 075-231-4388 

 

３．ＹＭＣＡ三条保育園「子育て支援企画」協賛のお願い   
「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」 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。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。 

日 時： 2020年1月12日（日）14時～16時 

場 所： 京都ＹＭＣＡ三条本館 

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） 

 

4.スキーキャンプ・ウインタープログラム 申込受付中  
申込み・問合せ： 京都YMCAウエルネスセンター  

TEL 075-255-4709 

WEB申込 https://e-ymca.appspot.com/kyoto/index 

HPのMember Onlyのページ

は、作成してから20年以上たっ

ていて、今となってはPGを書き

換える環境がありません。そこ

で一念発起して、新たに作り直

そうと始めたのですが、遅々と

して進まず。今期中に出来上

がるかなぁ・・・ 


