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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 

第一第二例会 

京都府モニタモニタリン

グ指標に従い、例会日

の７日前が「警戒基準」

だったら、Zoomにて開

催。 

 

 

 

10月 例会案内 

例会出席 

９月第一     １６名 

９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 

ぶどう         34,900円 

                  0円                       

 

累 計       137,250円 

９月第一例会       0円 

９月第二例会      0円      

累 計       9,000円 

 まだまだコロナ禍は続くようですが、京都プリンスクラブの皆様

にはご健勝のことと存じます。 

 4月の富士山YMCAグローバルエコヴィレッジで開催予定でしたDBC3クラブ合同

懇親会は中止になり非常に残念でした。昨年、京都でのお花見会がとても懐かしく

感じます。たった一年で世の中が全く変わってしまいました。 

 今年度はあずさ部の部長を仰せつかっておりますが、部長をお受けする際にはま

だコロナの発生前でしたので部長ひょうご主題として「Challenge to Change」「変わる

に挑戦」といたしました。そして7月のキックオフの間にコロナ発生。私が挑戦するま

でもなく確実に変化していきました。殆どの例会、CS行事、会議等の中止。それに伴

いリモートの活用。私が挑戦したかった一つに経費の節減(交通費、会議費等)があ

りましたが一挙に解決してしまいました。と、申しましても、お顔を会わせ取り留めの

ない会話をしたり、Ｙ’ｓについて熱く語ったりが無いのは寂しい限りです。 

私達サンライズクラブも以前からライングループを作っていましたので当初はライ

ンビデオチャットで例会をしていましたが、Ｙ’ｓではZoomが主流になり、第一例会は

YMCA山手センター、第2例会はZoomでしております。 

10月例会は出席出来る方はいつも通り、できない方は家でZoom参加も可という

Zoomハイブリット形式で行います。京都プリンスクラブの皆様、是非Zoomでご参加く

ださい。又、この様な状況下ではDBC3クラブが一堂に会する事が出来ません。

Zoomで懇親会を開いたらどうでしょうか？皆様のお元気なお姿も拝見したいし京都

の状況等もお教え下さい。楽しみにしております。 

 10月17日(土)にあずさ部部大会を八王子の「わくわくビレッジ」で行います。コンセ

プトとして「コロナさん、昔遊び等 ソーシャルディスタンスを保ちつつ楽しめるように

準備しています。に負けるなわくわく部大会」副題を「あずさ部秋祭り」と致しました。 

 ジャズ演奏、マジック、紙芝居、駄菓子屋。本来であれば是非ご参加ください。とお

誘いするところですが悪名高き東京にお呼びするのは気が引けます。早く世の中が

落ち着き、自由に行き来し皆様とＹ’ｓの輪を楽しめる事が出来る様になりたいと切に

お祈りいたします。 

 東日本区あづさ部部長  御園生 好子 

ファリサイ派の人々が、神の国はいつ来るのかと尋ねたので、イエスは答えて言われた。「神の国

は、見える形では来ない。『ここにある』『あそこにある』と言えるものでもない。実に、神の国はあな

たがたの間にあるのだ。」      

ルカによる福音書１７章２０～２１節 

Menotti 



 コロナ禍の最中に始まった2020-2021年度。澤田会長期の9月を迎えたが、例会はもちろん、委員会

や役員会、メンバーシップ開発の為リクレーションなどに集う事が難しい状況が続いている。 

 プリンスクラブでは、クラブに関る集いに関しては『京都府モニタリング指標』を活用し、『注意喚起基

準』・『警戒基準』・『特別警戒基準』のうち、各集いの一週間前の基準が『警戒基準』以上の場合は、全

ての集いを中止する方針を採用している。少し大げさな方針のようであるが、メンバーの『年齢』及び

『基礎疾患の有無』を考慮すると妥当な方針ではないかと思う。 

 9月第二例会も上記の方針によりホテルでの例会を中止とし『ZOOM』を活用した例会を開催。年代

のせいか、少しは馴れて来たものの【一堂（ホテル）に会する例会】と比べて、物足りなさを感じているの

は、私だけではないと思う。ただ、ZOOMであっても【一堂】である事は間違いない。メンバーの近況を

聞き、自身の近況を伝え、クラブの話題でひと時を共に過ごす時間は、とても貴重な時間だと考える。 

 コロナ禍の不確実な世の中において、クラブを漸進させるためには【一堂】に会し語らうことを止めて

はならないと考える。さも無ければ、メンバーが砂粒のようにバラバラな存在となって、クラブが瓦解して

ゆく事は間違いない。 

 幸い、プリンスクラブには『粘着質』なメンバーが揃っているので『砂粒』とは無縁だと考えるが『不確

実なコロナ禍の世』である事を踏まえ、今後の集い方にもひと工夫必要な時期なのかもしれない。 

 澤田会長はじめメンバーの皆様、共に漸進してゆきましょう。最後に9月第二例会の内容は『メンバー

の近況報告例会』でした。例会内容の記述が簡素になりましたが、文字数に免じてお許しください。 

２０２０/9/16 
小野 敏明 9月第二例会          （Zoom 例会）                

 ９月第一・第８０８例会。Zｏｏｍにて開催し１６名の参加がありました。 

京都部部長訪問に替えてビデオレターの放映となりました。ここにお断りします。映像はしっかりしてい

ましたが、残念ながら音声が途切れ途切れなところが有り筆者には聞き取れませんでしたので、京都

部部報を参考にして報告します。 

 

第２５期京都部部長 中村隆司ワイズ（京都ウェル） 

 このようなコロナ禍のなか部長をさせて頂く事に運命を感じ、「あなたならこの惨禍の状況もきっと克

服出来るから頑張りなさい」と神様が試練を与えて下さったと思い、ポジティブに一年間努めさせて頂

こうと思っております。主題は「人生は一度きり」～出会いから全てが始まる～。人生は一度しか有りま

せん、ワイズを存分に楽しみましょう 

、「楽しくなければワイズじゃ無い」出会い、交流、楽しむの観点から、ＥＭＣ、国際・交流に重点を置く

事は必要不可欠だと考えますが、現状の社会情勢からはなかなか難しいかもしれません。しかし良い

方策は必ずあるはずです。美しい地球を後生に残すためにＳＤＧｓを絡ませて取り組んで行きます。Ｙ

サは従来通りＹＭＣＡ事業へのサポートは必要不可欠、メネット事業は各クラブに委ねますので宜しく

お願いします。 

以下事業主査の抱負もありました。 

 ＹＭＣＡサービス・ユース 幡南進ワイズ   ＥＭＣＡ 坂口祐司ワイズ 

 地域奉仕・環境      的場幸夫わいず  国際・交流 牧野万里子ワイズ 

 メネット事業       中村典子ワイズ  ＰＲ委員長 近藤敦无ワイズ  

 

 この一年、いや数年は病疫・自然災害といかに付き合って生活していくかが問われそうです。ワイズ

活動もその中でいかに活動出来るか考えましょう。 

２０20/9/2 
田中 邦昭 

9月第一例会       （Zoom 例会）                  



  (毎月連載）            飯尾 豊 

 新型コロナ感染拡大に伴い仕事の扱い量は激

減したとはいえ業種柄お店を休業するわけにはい

かず、わたしのゴルフ事情が好転する事もないま

ま変わらず会社へは出社する毎日を送っていま

す。 

 日曜日が仕事のためメンバーコースの月例競技

も１年近く出ていない状況でした。しかしゴルフ熱

が冷めたわけではなくゴルフに行けない日が続く

中、ドライバーを買い替えたりリシャフトしたりしてい

ました。夏のセールでゴルフウェアを何点か買いま

したが家人から「いつ着るの？」と言われる始末… 

 そんな時、ちょうど８月末の土曜日にクラブ内の

競技「○○興産杯」（○○はコースの経営会社の

名）がある事を知りエントリーしようとしましたが、競

技規則で過去３ヶ月以内に２枚以上のスコアカー

ゴルフ復活優勝                               蒔田 茂夫            

ドの提出がない場合は競技に参加できるが受賞

できないとの事。 

 わたしがこの条件をクリアするためにはあと１回

ラウンドすることが必要で競技の３日前になんとか

ラウンドでき滑り込みで

受賞資格を得ての参加

となりました。当日は大変

暑い日でしたが、最後ま

で集中力を切らさずプ

レーできた事が勝因だと

思います。この優勝で弾

みをつけて年内の月例

競技であと１勝、年末の

グランドマンスリーを狙い

たいと思います。 



１．文部科学省 子供たちの心身の健全な発達の

ための子供の自然体験活動推進事業 

「YMCA自然が子どもを元気にする

プロジェクト」    
リトリートセンター（日帰り）10月、

12月、1月、2月、3月 (宿泊)3月25日

～26日 
 

２．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。 

「音楽劇団てんてこ座」親子で楽器作りや劇団の演奏

を楽しむプログラム   

日 時：11月14日（月・祝）10時～11時30分 

場 所：京都ＹＭＣＡ 

対 象：当園の園児や近隣にお住まいのお子様（就学

前幼児）と、その保護者 

問合せ：保育園園長 山下（ＴＥＬ075-254-8131） 

  
３．活動継続支援寄付金のお願い  
京都ＹＭＣＡは子どもたちの心身の健康を守りや発達

を促すための活動や、高齢者の免疫力を高めるための

身体活動のプログラムなどの活動を続けています。 

ただ、財政的には厳しい状況が続いており、事業の4

月、5月の休止は大きな痛手となっております。 

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、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 

 

報告事項 

●ホテルでの例会開催に関して、京都

府モニタリング指標に準じて開催する

事を再確認した。 

●リトセンオームフェスタは、例会振

替としない。参加に関しては、Ｙサ委

員会で検討する。 

●ののさんチャリティーゴルフは、3月

以降に延期する。 

 

承認された事項  

●なし 

 

    該当者なし ７日(水)  第一例会  

  19:00  京都府モニタリング指標 

      に基づいて開催 

16日(水)  第二例会  

  19:00    京都府モニタリング指標 

      に基づいて開催 

30日(水)  役員会 

  20:00  オンライン 

 

僕だけじゃなかった。 
やっぱり、みんな顔を合わせ

て話し合いたかったんです

ね。ホッとしました。 
いろんなクラブで例会が復活

してきましたね。我がクラブ

も、face to face で出来るこ

とを！ 

        小山  憲彦 サンライズクラブ報告                   

 サンライズの9月第一例会は山手YMCAの一番広い101教室で、通勤時間の過密を避けて

17時から開催されました。卓話もワインのテースティングも無い寂しい例会でしたが、遅れてい

た会長交代式を行い、久々にみんなと顔を合わせての楽しい例会となりました。やはりサンラ

イズはそのまま解散と言う訳には行かず、いつものお店で「本音で語ろう会」になってしまいま

した。 

 第二例会は本来9月はお散歩例会だったのですが、暑さを避けてお散歩は10月に延期して、Zoomでの例会と

し、部会の打ち合わせを行いました。 

ところで、10月8日(木)17：00よりの第一例会は対面とZoomを併せたハイブリッド例会を企画しました。初めての

ことでどうなることやら見当もつきませんが、よろしかったら以下よりご参加ください。 

https://zoom.us/j/95884137367?pwd=Uis3UEREQWdEUno3bkovMm00VGVlQT09 

ミーティングID: 958 8413 7367 

パスコード: ymca  

お待ちしております。 


