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★クラブ会長主題
●今月の聖句

「協力＝強力」

●8月在籍者45名

●8月月間メイキャップ者数
●8月月間出席率
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DATA OF AUGUST 9月の強調テーマ

Menettes

各クラブでメネット例会を企画し、メネッ
トの参加を促しましょう。国内プロジェク
トへの理解を深めましょう！

中道京子 メネット事業主任
（熊本にしクラブ）

メンバー
メネット
コメット
ゲスト
ビジター

第１例会
33名
0名
0名
4名
0名

第２例会
39名
0名
0名
4名
0名
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会　長 President 北川雅俊／Masatoshi Kitagawa
副会長 VicePresident 佐藤昌利／Masatoshi Satou・岸本伸也／Nobuya Kishimoto
書　記 Secretary 青倉国士／Kunishi Aokura・今村隆宏／Takahiro Imamura 
会　計 Accountant 石田賢三／Kenzo Ishida・宮谷佳宏／Yoshihiro Miyatani

☆国際会長（IP）
Henry Grindheim（ノルウェー）
主　題： "Friendship across the borders"
 “国境なき友情”
ｽﾛｰｶﾞﾝ： "Let us walk 
               in the Light - together."
 “ともに、光の中を歩こう”

☆アジア地域会長 （AP）
Tung Ming Hsiao（台湾）
主　題： "Respect Y’s Movement"
 “ワイズ運動を尊重しよう”
ｽﾛｰｶﾞﾝ： "Solidify the Y’s Men Family Better 
                    World"
 “よりよい世界のために、ワイズメン
　　　　・ファミリーの絆を強めよう”

☆西日本区理事（RD）
大野　勉（神戸ポート）
主　題：2022年に向けて「心身の健康づく

りから、クラブの健康づくりへ」
　　　　“Healthy mind & healthy body 

make healthy club”

☆京都部部長
竹園憲二（京都ZERO）
主　題：“Al Hands on Deck!”　
            それぞれの場所で、それぞれの力を
            尽くす。そして時には一つに合わさっ
            たら、もっと素晴らしいことが出来る
            と思います。

コリント信徒の手紙二　１章４節

神は、あらゆる苦難に際してわたしたちを慰めてくださるので、
わたしたちも神からいただくこの慰めによって、
あらゆる苦難の中にある人々を慰めることができます。

開催が１週間伸びたために例年は参加できない「青い空と白い雲のキャン
プ」に初めて参加できました。まさしく「百聞は一見に如かず」ということはこう
いうことなのかと感じるとてもいい体験でした。
私が住んでいる奈良県の宇陀市というところは、佐波江町よりももっと田舎
なところです。そんな田舎でいかに地域活性化していけるのかということを考
えるために、夏休みに大学生に来てもらって住み込みでインターンシップをし
てもらています。
この夏休みで8期生になるのですが、今年は「どうしたら興味のない人に関心
をもってもらってまちづくりに参加してもらえるのだろうか？」ということをテー
マに地域のいろいろなお祭りなどに参加してもらいました。
その結果、「こんな素晴らしいものが出来たのでどうぞお越し下さい。」という
ことではなく、半強制的でも何かそのイベントなどに関わってもらうきっかけづ
くりをしてその主催者側に入ってもらうことが一番大事ではないかという一つ
の答えが見えてきました。そしてその人の頭でそのことについて想いを巡らせ
てもらうということもとても大事だということに気づきました。
今回僕自身が「ソラシドキャンプに是が非でも行かねば！」と思ったのも、30
周年記念例会の実行委員に任命されてあれこれとそのことに想いを巡らせる
機会を与えられたからだと思います。
例会やワークにゲストとして参加してもらう、じゃがいもファンドの商品を買
ってもらうということはそういう機会としてとても理にかなったことなんだなあと
いうこともあらためて思いました。そういうきっかけづくり増やすことがメンバー
を増やしクラブを強化していくことではないかと思います。
広報の立場で出来ることもいろいろあるので頑張ってやっていきますね。

広報委員長　天根静也

きっかけを作り、感情に訴えかけることから始めよう
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8月の例会
【第一例会】参加者：メンバー33名、ゲスト4名
日時：8月3日(木)19:00～21:00　場所：ホテル日航プリンセス京都　司会：武村ワイズ　プログラム：京都部部長公式訪問

【第二例会】参加者：メンバー39名、ゲスト4名
日時：8月24日(木)19:00～21:00　場所：ホテル日航プリンセス京都　司会：山岸ワイズ　
プログラム：今年の青い空と白い雲のキャンプの内容説明　京都府府立医科大学附属病院　子ども東病棟
看護師長　松尾恵美様、上松史佳さん（まゆこリーダー）、高橋歩美さん（ぱゆリーダー）　

バースデー アニバーサリー

京都TOBEワイズメンズクラブの

20周年記念例会が8月26日に

行われました。

おめでとうございます。

ビデオでの紹介も
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BACK◀ TO
THE BULLETIN 過去のブリテンを振り返ってみました

「Yサ」アワーで思ったこと
（1996年5月号　亀井剛Y’s）

　「YMCAのことがよく分からない。簡潔に説明し
て欲しい。理解が進めば私達ももっとYMCAをサ
ポートできるだろう。」
　四月第二例会で、ワイズ歴の浅いメンバーから
重要な問題を含んだ意見がYMCA主事に述べら
れた。この意見に対して、私は二つの点で考えさせ
られた。第一点は、いかに要点を押さえた説明が
なされても、聞き手は決してYMCAを「理解」でき
ないだろうということ。第二点は、「サポート」という
言葉からイメージされる、ワイズメンのYMCAに対
するスタンスについてである。
　まず第一点。確かにYMCAの目的や組織を知る
ことは、YMCAに関わろうとする者にとって必要な
ことである。そのために多くの冊子や資料が用意
されているし、オリエンテーションも定期的に行わ
れている。しかしながら、YMCAに対する知識が即
YMCAに積極的に関わろうとする動機づけに至る
ようなYMCA理解に結びつく訳ではない。
　YMCA理解のための最善の方法は、私の貧しい
経験から言えば、まずYMCAの各種の行事、活動
報告、セミナー等に参加してみることだ。そして、生
のYMCAの息吹を直に感じること。そこでは生き
生きと活動している人達を発見することができる
だろう。その人達を内より衝き動かしているもの、
それを支えているのがYMCAなのだ。
　第二点は、「サポート」（支援或いは援助）という
言葉。団体としては、ワイズメンズクラブはYMCA
をサポートしていると言っていいだろう。しかし、
個々のワイズメンがYMCAをサポートすると言うと
き、注意すべき問題がある。私たちワイズメンが
YMCAをサポートすると言うとき、注意すべき問題
がある。私達ワイズメンは全員、維持会費を納め
ているYMCAの会員である。納められた維持会費
はYMCAを運営するための基本的な財源に供さ
れるべきもの。つまり一般の協賛者がサポートす
るのとは少しばかりの意味合いが異なる。個々の
ワイズメンは、YMCAに集う人々と共に活動するこ
とによって、内側からYMCA運動を支え、推進する
人なのである。

ワイズメンとYMCA
（2002年3月号　中西康晴Y’s）

　日本YMCA基本原則に「キリストに示された愛
と奉仕の生き方を多くの人とわかちあい」とある。
これを正しく理解し、実践することは、凡人たる私
達にとって難しいことであるが、ワイズで培ったボ
ランタリズムをもって、この崇高な精神に一歩でも
近づくことを願い、喜びとし、YMCA活動の進展に
力を合わせていきたいものだ。

　ワイズメンは一個の理想主義者であることが求
められております。これは「みんなのものが一つと
なるため」とのキリストの祈りの精神において、人
間性と社会の発展に、そして世界平和にむけて貢
献することを願っているYMCAに、ワイズメンズク
ラブが連帯しているからです。
　ワイズメンはYMCAの会員としてYMCAを支え
てることが条件の一つになっています。このことの
受け止め方は人それぞれですが、多くのワイズメ
ンがYMCAとの関わりを生涯学習の機会として前
向きにとらえています。
　YMCAを知るために、まずは三条本館へ行きま
しょう。積極的にYMCAのプログラムに参加をして、
YMCAを身近に感じて下さい。そこからYMCA会
員としてのワイズメンズの取り組みが見えてくるこ
とでしょう。YMCAの活動は、時としてしんどいこと
があるかもしれませんが、メンバーが互いに協力
することで、できるだけ楽しいものとして、それらの
活動をこなしていきましょう。そのとき私達は成長
している自分を発見することでしょう。



Happy AnniversaryHappy Birthday
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奥村賢三 9月15日
今年で７１歳になります。いまだに働いています。
元気です。仕事も順調です。
娘婿殿が後継ぎになってくれるようになりました。
借金をなくしてから引き継げる様に益々頑張ります！

本多悠佑 9月29日
29日で35歳になります。
先ずは去年1年例会やワーク等参加出来ずに皆様にはご心
配、ご迷惑をおかけしてしまいまして申し訳ありませんでした。
今年からは独身になりますので人生の先輩方にご指導いた
だきまして一生懸命仕事して遊んで独身貴族を謳歌したいと
思っています。
まだまだこれからも皆様にはご迷惑をおかけする事があるか
もしれませんがこれからもよろしくお願い致します。

山岸裕明・モトエ夫妻 　　9月2日
私の記憶が正しければ27回目のアニバーサリーだと思いま
す。
長く続いたもんです！お互い空気の様に自然体で嫁姑問題以
外は特に大きなトラブルも無く・・・・でしたが、最近お互い険
悪なムードがチラホラ！
ちょっとした事で年と共に怒りっぽく成るんでしょうか？
このムードを打破するには・・・？？？しかないですね！

中西康晴・勝子夫妻 　　9月15日
37年になります。この1年何事も無くと言うか、心に残るような
出来事は無かったけど、夫婦仲良く日々を過ごせることが一番
ですね。物忘れがちょっと心配。

 2日（木） 第一例会： 19時～ Ｈ日航プリンセス
12日（木）              役員会 19時30分～ 三条ＹＭＣＡ
14日（土）             ワイズデー   西京極スタジアム
15日（土） 第二例会： 19時～ Ｈ日航プリンセス
29日（日）              国際協力募金   三条ＹＭＣＡ
  　　　 
  　 　　　 

9月・10月の予定

10月の予定
10日（日） 第一例会：京都部会 　  ウエスティン都ホテル
14日（木） 役員会　 19時30分～ 三条ＹＭＣＡ
21日（木） 第二例会：メンバースピーチ 19時～ Ｈ日航プリンセス

9月の予定

8月の事業参加
【ソラシドキャンプ（青い空と白い雲のキャンプ）】 
　日時：8月26日（土）・27日（日）
　場所：ＹＭＣＡサバエキャンプ場
  

編集後記　今期に入ってちょっと方針を変えてみたブリテンですがどうでしょうか？過去のブリテンを見ると本当にその年その
年でいろいろです。例会の際にでもご感想をお聞かせ下さい。よろしくお願いします。（天根）

バースデー・アニバーサリーは、メンバーのみの公開となります。

今年も恒例のソラシドキャンプが開催されました。今回は金
浦クラブのメンバーも3名参加されました。好天に恵まれ、今
年も気球も無事に上げられました。そして、ツリーハウスの企
画も大成功。松島Y’s始め、皆さん、お疲れ様でした。


