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主 

題 

VALUES, EXTENSION and LEADERSHIP 

変化をもたらそう 奮い立たせよう 
Let's do it now !              2022に向け誇りを持って All is well. 

人生は一度きり                出会いから全てが始まる 

聖 

句 

会長主題 

２日(水)  通常例会 

京都部役員の今期抱負

をビデオレターで確認し

ます。 

 

１6日(水) 通常例会 

京都府モニタリング指

標が「警戒基準」だった

らオンラインで。 

9月 例会案内 

例会出席 

８月第一     １０名 

８月第二     １１名 

在籍者数     １７名 

メーキャップ    ０名 

出席率     ８８.２％ 

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       102,350円 

                 0円                       

 

累 計      102,350円 

８月第一例会       0円 

８月第二例会      0円      

累 計       9,000円 

今期、Let’s do it now! を主題に、2022に向かって誇りを持って、All is 

well.を副題としスタートしました。これは2022年がワイズメンズクラブ創設100周年にあたる事から

2022年に向かって西日本区を今よりもっと強くて魅力のある区にするためみんなで力を合わせて

頑張ろう、皆が誇りを持って取り組めばきっとうまくいく、という思いを込めた主題であり、副題なの

です。 

 ところが新型コロナウイルスの影響で、社会生活においても様々な変化が起こりました。ワイズ

活動においてもやはり同様に変化が起こったと思います。そんな中、これだけ世の中が変わり、

今までと同様の活動なんてできないので主題や方針も変えていかないと、というご意見もあった

のですが、あえて最初に考えた主題や方針を変えずにスタートしました。それは、どんな状況下

においても、その状況をよく考え見極めることができれば、その中で必ず活動する様々な方法が

生み出されてくると考えたからです。実際、今年の春あたりからテレワークを導入する企業が増

え、その流れがワイズメンズクラブ等の団体にも波及するようになりました。今、各クラブのブリテ

ンを見ていると例会や役員会をテレワークで行っているクラブがかなりあることがわかります。こう

いったテレワークはクラブの例会や役員会が普通に行われているコロナ以前には考えつかない

ほどであったと思います。またテレワークを利用することによりこれまでいろいろな理由で例会に

参加する事が難しかったメンバーも参加しやすくなり、IBC、DBCをはじめとする交流活動がかな

りやりやすくなってきました。このようなメリットを最大限生かして今までにない新たな活動を是非

考え実践していただきたいと思います。 

 またテレワークの導入によりコロナ以前の時と比べるとメンバーの顔を見る機会がかなり増えた

という話しも入ってきたりします。実際私もメンバーに会う機会がかなり増えました。こうしてメン

バーに会う機会が増えれば自然と繋がりが強くなってきます。是非この機会にクラブのメンバー

同士の繋がりを強くしていただき強いクラブをつくっていただきたいとも思います。新型コロナウイ

ルスが収束した後のクラブの活動のためにも是非お願いしたいと思います。 

 また今期は広報活動をより充実したものにし、各クラブや各部がワイズメンズクラブを様々な広

報ツールを使ってアピールしていただき多くの地域、そして多くの機会にワイズメンズクラブの話

題が出てくるように広報の方法を考えていただき発信していっていただきたいとも考えています。

広報のツールも新しいものも多く出てきていますので是非クラブで実践していってください。 

 ここまで私の活動方針を書かせていただきました。新型コロナ下の難しい時ですが西日本区が

一体となって難局を乗り越え2022年のワイズメンズクラブ創設100周年を喜んで迎えられるようよ

ろしくお願いいたします。  

 西日本区理事  古田 裕和 

わたしが命のパンである。わたしのもとに来る者は決して飢えることがなく、わたしを信じる者

は決して渇くことがない。 
              ヨハネによる福音書 6章35節 

「 /HW䇻V��GR��LW��QRZ����」

Menotti 



 本来なら、プリンスホテルで行うはずであった例会、コロナの影響で中止と

なったが、クラブ会則の検討という内容であったため、ZOOMでも出来ると言

う事でZOOM例会となった。 

 プリンスクラブの例会実施基準というものが先日の役員会で決まり、其れに

照らし合わせた結果である。その例会実施基準は、京都府のモニタリング指

標で「警戒基準」と言う事になると、例会を中止にするというものである。 

 ７時半から、ZOOMにて開催。会長挨拶、に続き、宇高書記による進行の

元、クラブの会則を読み上げつつ、議論をしながら進んでいった。 

何せクラブが出来て、35年が経とうとしている。その設立時に出来た会則、い

ろんな点で今の時代に合わないところが出てきている。当然の事と思う。 

一時はクラブ員が50名近くにもなったことがある。当然クラブ員の平均年齢も

今より20歳以上若かったのではないだろうか。 

 メネット会の事、例会の回数の事、役員会の在り方、等々。多くの事が指摘

され、「これも、要検討」という言葉で進んでいった。 

 僕が面白いと思ったには、一年を7月1日～6月31日とする。と書かれてい

た。今まで、気が付かなかったのだろうか。6月は30日でおしまいである。今

後、新たに会則検討委員会成る物が設定され、その中で今の時代に合った

ものに変わってゆくのではないだろうか。乞うご期待である。 

 今回も残念に思ったのだが、ZOOMというと、パソコン等のインターネットに

弱いものは、なかなか参加しにくいのであろう。参加者が少ないことが気に掛

かった。今回はなかなか上手く進行できたが、ZOOMはやはり問題が多いと

感じるのは僕だけではないと思う。 

２０２０/8/19 
岡西 博司 8月第二例会                           

8月1日(土)久々のプリンスクラブの納涼例会です。このコロナ過の折に酒

席を伴う例会を開催することには、少々抵抗は有りましたが、万全の態勢

を、事前にホテル側とも打合せの上での開催でした。メンバーの椹木ワイズ

より頂いております京都プリンスワイズメンズクラブ例会開催時における新型

コロナウイルス感染症対策マニュアルを事前にホテルに提出し確認いただ

き、1テーブルは５～６人とし、席は間隔をあける。料理は大皿ではなく、

個々に配膳する。常に換気をする．会場入場時には検温をする等を実施し

ていただいて例会が始まりました。出席メンバー数が11名でしたので3テー

ブル用意していただきました。2テーブルはお酒を飲むメンバーの席で1

テーブルは、お酒を飲まなないメンバー席の配置が出来て非常に各テーブ

ルが和やかな雰囲気で終始したのではないかと思います。 

今期は、メンバーが、“ワクワク”するような例会を企画し例会に来て頂いて

本当に良かったなと思ってもらえる例会を目指しています。その事も踏まえ

て今期は、5回の特別例会を企画しました。然しながら今後このようにコロナ

が終息の方向に向かわなければ皆で集まれる機会が持てなくなるのではな

いかと危惧しています。ドライバー委員長として何とか楽しくみんなで集まれ

ることが出来るように努力します。 
  

２０20/8/1 
西村 博 

8月第一例会     納涼例会                    



  (毎月連載）            宇高 史昭 

        小山  憲彦 サンライズクラブ報告                   

 収まる気配の見えないコロナ感染拡大、集まって例会を開くことも憚られるご時世で

す。プリンスでは例会をどのようにされておられますか。サンライズでは最初の頃は

Lineのビデオトークで、近頃はZoomでの例会を続けていましたが、7月に入りYMCA会

館も再開され集まっての例会が持てるようになりました。但し館内飲食禁止のため、恒

例のワインのテイスティングはできない状況です。諸事いいかげんな（へそ曲がりの）

サンライズは、8月の例会はお蕎麦屋さんで納涼例会を開催しました。お店の都合で、座席は一人置

き、向かい合わせにならないように塩梅されており、ちょっと話が遠く、最初は盛り上がらない宴会でし

たが、飲むほどに話が弾み、間合いが縮まり、普通の宴会になりました。ワイズはやっぱり集まって顔を

合わせ、わいわいがやがや、体を動かしてのワイズ。子供に絶対行っちゃいかんと言われる（食品関係

の）メンバーもいたり、ちょっとした体調不良で遠慮される方もおられ、早く心置きなく集まれる日が来る

ことを願わずにはいられません。 

10月には部長クラブとして部会のホストも控えています。会場も郊外の三密を避けられる広い会場を

用意しましたが、無事開催できることを願っています。 

森 伸二郎 スイカファンド ＆ 葡萄ファンド                         

 今年のスイカファンドでハプニング。7月、梅雨明けが遅れて雨の日が続

きスイカの収穫が出来ず、当初の予定日には京都へ持ち帰れずに一週間

遅らす事となり、京三運輸さんではドライバーの都合がつかず、蒔田ワイズ

が松本までの350ｋｍを日帰り往復。8月3日からのデリバリーとなりました。 

 葡萄ファンドは、猛暑が続いたのですが、デラウエアの出来栄えには問

題なく、斎藤ワイズが松本まで引き取りに来てくださり、予定通リ8月31日か

らデリバリーができました。 蒔田ワイズ、斎藤ワイズには感謝です。 



１．活動継続支援寄付金のお願い     
京都ＹＭＣＡでは、新しい生活様式を取り入れなが

ら、地域で暮らす子どもからご高齢の方、そして留学

生、一人でもたくさんの人に、より良い学び・体験・

つながりの場を提供すべく、活動に取り組んでいま

す。既に多くのワイズメンに個人や会社の名義、クラ

ブ単位等でご協力いただいていますが、まだという方

は活動を継続していくための寄付金にみなさまのご支

援・ご協力をお願いいたします。 

振込先：（京都銀行 本店）普通口座 721365  

京都ＹＭＣＡ（キョウトワイエムシーエー） 

（ゆうちょ銀行）郵便振替 01030-6-733  

京都ＹＭＣＡ ザイ）キョウトワイエムシーエー 

 

２．京都ＹＭＣＡ国際福祉専門学校 介護福祉学科 

オープンキャンパスのお知らせ  

日時：９月２６日（土）午前１０時～１２時 癒しの

技術 ハンドケア 

場所：京都ＹＭＣＡ 

申込：参加ご希望の方は、お電話にてお申し込みくだ

さい。 Tel： 075-255-3287 

 

３．ＹＭＣＡ三条保育園 入園希望者説明会のお知

らせ 
日時：１１月２１日（土）午前１０時～１１時３０分  

※９月、１０月の説明会は定員に達しましたので締め

切りました。 

場所：京都ＹＭＣＡ  

申込：参加ご希望の方は、 お電話もしくはメールにて

お申し込みください。 Tel： 075-254-8131   

E-mail： hoikuen@kyotoymca.org 

報告事項 

●ののさん支援チャリティーゴルフを

11月に実施予定 

●スイカファンドの集金は、その方法

を後日連絡 

●トップスクラブの牧野ワイズから預

かった消毒液を渡せていない。時期を

考えたい。 

 

承認された事項  

●なし 

 １７日  飯尾 豊 ２日(水)  第一例会  

  19:00  グランドプリンスホテル

16日(水)  第二例会  

  19:00   グランドプリンスホテル 

30日(水)  役員会 

      オンライン 

 

 自由投稿             岡西 博司 


