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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 

５日(水)  ＴＯＦ例会 

ＣＳアワーとして、盲導

犬とののさんへの寄贈を

行います。ウエル合同で

入会式もあるよ。 

１９日(水) 通常例会 

第３回フレンドシップ例

会。今回も「３５周年記念

事業に向けて」です。 

２月 例会案内 

例会出席 

１月第一     １０名 

１月第二     １５名 

在籍者数     １６名 

メーキャップ    ０名 

出席率      １００％ 

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 

１月第一例会      0円 

１月第二例会   8,000円      

累 計      39,500円 

  プリンスクラブに入会してから５年経ちました。その間、２期にわたって

会長を務めさせて頂きましたので、あっと言う間に過ぎたというのが実感です。しかし、まだ

在籍してわずかな期間ですが、役得で自クラブの活動に参加する時間と同じくらいハワイを

始め全国の他クラブの活動を知る機会をもらいました。特に他クラブの周年記念例会などに

出席しますと各ワイズメンのキャラクターより各クラブや親クラブのカラーをとても感じました。

構成メンバーはもちろん違うのですがＤＮＡが同じなのでしょうか。同期の会長会でも自分の

考え方に近いと感じる会長は同じＤＮＡを持っているクラブの方が多いというのは偶然なの

でしょうか。とても不思議です。  

プリンスクラブ35周年をあと２年で迎えますが、周年事業に取り組むことでは同じなのです

が、私の勤勤先のNPOも同じ時期に20周年を迎えます。周年事業は過去を振り返ることより

新しい事業のキックオフを目論もうとしています。働き方改革、技術イノベーション、脱炭素

社会など既成概念や価値観から大きく踏み出さなければ2050年30年先には生き残れないと

いう危機感からの発想です。 

さて、皆さん30年先はどうしているでしょうか。私は96才、たぶん生きていないだろうと思い

ますが、私の娘達、孫達は社会を担う現役です。そこで、次世代が多様に暮らせる社会・地

域の担い手の礎となる幼児、少年が将来生きていくために育てる場や自立の機会の提供、

あるいはそのような活動している団体の支援の充実や拡大ができないでしょうか。とても抽象

的ですみません。 

私が学生ボランティアリーダーだった頃、私達の親クラブであるパレスクラブのワイズメン

やメネットさんは、当時烏丸今出川にあった京都ＹＭＣＡ青少年活動センターを拠点に活動

されていたこともありますが、いっしょにイベントをしたり、食事に学生リーダーを招いてくだ

さったことが忘れられません。また、その頃の思い出話をする同輩がいます。価値観が今と

は違うと思いますが、ボランティアリーダーと同じ視線で、子供達を育てることへ手を差し伸

べる活動や支援をするのがワイズメンズクラブだと思っていました。今でも変わっていませ

ん。同じＤＮＡを持つプリンスクラブが、様々な事情で社会参加しづらい子供達や人達への

支援活動を続けているルーツがこんなところにあるのだと思います。 

対象は限られる聴覚障がい児の社会化経験（集団行動、グループ活動、他者支援など）

の機会をつくるキャンプ・レクリェーション活動を行うボランティアグループ「マイ・マイ」を多年

にわたり応援してくださったように、子供達が大人になっても覚えていてくれるような活動や

活動している団体への継続的な応援ができるきっかけができる35周年事業を期待します。そ

して、そのような活動に共感し、協力してもらえるメンバーが増えればさらにうれしいですね。 

 第３２・３３代会長  宇高 史昭 

新しい歌を主に向かって歌え。 全地よ、主に向かって歌え。 

主に向かって歌い、御名をたたえよ。 日から日へ、御救いの良い知らせを告げよ。 

詩編 96篇 1節～2節 

ＴＯＦ・ＣＳ・ＦＦ 



 1月第一例会の新年例会は、例年プリンスホテル内のレストラン等での開催

ですが、今年はカレンダーの関係で開催日が遅めで仕事初めも済んでいる

ため、通常の例会場と同じ比叡の間にて行われました。 

19時から開会、小野会長からの新年のご挨拶をいただき、新年例会スター

ト。お食事が始まると、今回は新年特別に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）にて。私は、偶然にもプリンスクラブのお酒好きメン

バーである飯尾ワイズ、西村ワイズ、そして森メネットと同じテーブルであった

ため、飯尾ワイズと西村ワイズのペースに合わせて、熱燗を次々と空けてい

き、ほろ酔い気分に。あっという間に、お食事タイムが終わっていきました。 

その後は、今年の抱負を踏まえたスーパーにこにこタイムへ。各メンバーよ

りお話がありましたが、やはり健康に関する話題が多く、健康であってこその

仕事、プライベート、ワイズでの活動が充実できるものと思いました。私自身

も毎年、人間ドックを受けており、健康管理とともに、体形管理にも気をつけ

たいと考えております。またメンバーの中には、昨年11月に開催したプリンス

クラブ主催ののさんの家の応援チャリティーゴルフコンペの結果により、ゴル

フに目覚めたということで、今年も開催予定の同コンペでは100切りを目標と

すると宣言をする方もおられました。あえて名前は伏せましたが、今年のコン

ペはゴルフだけでなく、また目標達成を見届けられるかという楽しみもできま

した。 

新年例会ということで終始なごやかな例会でしたが、二次会として、夜のパ

トロール部は、ネオン街に初出勤されたのかもしれません。 

２０20/1/8 
岸 裕也 1月第一例会    新年例会                  

 1月第二例会は半期総会で上半期の振り返りを行いました。小野会長期が

スタートしてからもう半年、上半期は行事が目白押しだったため、時間が経つ

のが特に早く感じます。 

 ファンド事業もスイカ、ぶどう、じゃがいも、名刺…、毎月ファンドがありまし

たが、皆さんにはたくさんのご協力をいただきありがとうございました。また

じゃがいもファンドでは購入された一部の方に傷んだ商品が届いたとのこと

で、大変ご迷惑をおかけしたことかと思います。今回は、次回ファンドのたん

かんを差し上げるということでご容赦いただくことになりましたが、次年度以降

は傷んだ商品は交換する、ということをご購入される方にお伝えいただくよう

お願いいたします。 

 話は半期総会に戻りますが、そういえば私がワイズに入会する前、ゲストと

して半期総会に出席させていただきました。（その次の例会が入会式でし

た。）その時は、活発な議論（？）が行われ、非常に熱い会だなと感じた記憶

があります。それに比べ今回の半期総会はとてもスムーズで、会長をはじめ

三役・事業委員長、メンバーの皆が常に意思疎通を行い、一丸となってクラ

ブ運営を行なった結果かなと感じています。 

 次期のことで頭の半分（7割ぐらい？）は埋まってきてしまっていますが…、

ファンド委員長としてあと半年、あらたな事業を！と考えておりますので、下

半期もどうぞよろしくお願いいたします！ 

２０20/1/22 
澤田 哲平 1月第二例会      半期総会                     



第２１代西日本区理事 

 大野 勉 （神戸ポート） 

ワイズメンズクラブの向かう先 元理事にお聞きしました。 

    

自分なりに自己分析                                 斎藤 謙治 



報告事項 

●次々期理事立候補受付を３月末で締切 

●CS年賀切手千円/人を集めます。 

●２月第一例会にて野村氏入会式をする。 

●東広島クラブ２５周年記念例会が４月26

日に西条にて開催されます。 

 

承認された事項  

●野村勇氏入会の件 

●葵祭代王斎行列参加をファンド事業とす

る。 

  １日 廣井 武司 

 １７日 岡西 博司 

５日(水) 第一例会 ＴＯＦ例会 

  19:00  グランドプリンスホテル 

19日(水) 第二例会  

  19:00  グランドプリンスホテル 

23日(日) チャリティーボーリング 

  10:00  ラウンド1 京都河原町店 

26日(水) 役員会 

  19:30 廣井事務所 

      

２月の第一例会で、久々に入会式

が執り行われます。一昨年のクリ

スマス例会に、ゲストで来られた

方。一年間のお見合いを経ての入

会です。きっといつまでも在籍して

いただける事と期待しています。 

１．創立131周年会員集会 長寿化社会を考え

る！！～ウエルネスで健康寿命を延ばそう～        
京都ＹＭＣＡが高齢者社会に対応するべく「生活クォ

リティーの向上」に、どのように取り組んでいるかを

知り、実際にそのプログラムを楽しみながら体験して

みましょう 

日 時：2月22日（土） 19:00～21：00  

会 場：京都ＹＭＣＡ 

講 師：山本 孝（フィットネス企画Ｑ代表、健康運

動指導士、京都ＹＭＣＡウエルネス講師） 

服 装：動きやすい服装 

お申込み：下記のTel・Fax・E-mailにて、お名前をお

知らせください。 

(TEL) 075-231-4388（FAX）075-251-0970 

（Mail）kyoto@ymcajapan.org  

     

２．第17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   
さまざまな発達の特性をもつ子どもたちの心と心身 

を、どのようにとらえ、どのように支えるかについて 

理解を深めます。 

日 時：2月15日（土） 9:30～12:00（9:15開場） 

会 場：京都ＹＭＣＡ 

参加費：1,500円  

定 員：60名                     

Fax075-255-2087にて、お名前、お電話番号をお知ら

せください。 

３．第７回Ｔｈｅ Ｙ ｃｕｐ京都ミニバスケットボール大会 

協賛広告お申込み受付中    
The Ｙcup京都ミニバスケットボール大会（3月14日、

15日開催）は皆様からの協賛広告料を基に運営され、

得られた収益は京都ＹＭＣＡ公益活動寄付金に積み立

てられます。バスケットボールに懸命に取り組む子ど

も達を応援することが、より多くの子ども達の豊かな

成長を支えることに繋がる支援です。ご協力お願いい

たします。 

お申込み・お問合せ：(TEL)075-231-4388 

(Ｅ-mail）kyoto@ymcajapan.org 

 

＜冬の夜空のロマン＞ 
 冬の夜空の星座と言えばオリオン座。その星座の真ん

中には、３つの星が並んで輝き「オリオンの３つ星」で知ら

れています。またオリオン座には、２つの一等星がある事

も知られています。今、その一等星の１つに異変が起

こっています。 

 勇者オリオンの左足で青白く輝くリゲルと右肩で赤銅色

に輝くぺテルギウスが一等星です。ペテルギウスは赤色

超巨星と言われ、その大きさは太陽系の中心に置くと、

地球も火星も飲み込み木星まで届くと言われています。

ペテルギウスの様な赤色超巨星は、年老いた恒星で、エ

ネルギーを使い果たした後に残る燃えカスの重力に耐え

かねて最後に超新星爆発を起こし、その生涯を閉じま

す。 

 一等星であるペテルギウスが、二等星ほどの暗さに

なっているのです。この事は、赤色超巨星が寿命を全う

し超新星爆発を起こす予感かも知れないのです。 

 ２月の夜空、南の空にオリオン座を見ることが出来きま

す。昨日まで輝いていたペテルギウスが、明日は無く

なっているかも・・・・。 


