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ルカによる福音書 倉ys選 次月は加藤清一ys

「人を裁くな。そうすれば、あなたがたも裁かれることがない。人を 罪人だと決めるな。そうすればあなたがたも
罪人だと決められることがない。赦しなさい。そうすれば、あなたがたも赦される。与えなさい。そうすれば、あな
たがたにも与えられる。押し入れ、揺すり入れ、あふれるほどに量りをよくして、ふところに入れてもらえる。あな
たがたは自分の量る秤で量り返されるからである。」 

『新年の抱負』  

 
次期会長 倉 卓也 

 今年も例会全出席を目標とし、まずは今期あと半期を三役としてしっかりと会長をサポートしクラブを盛

上げていきたいと思います。今期は次期会長という立場でもありますが廣田会長に三役に入れていただき委員会、役員

会、例会のクラブの流れをより理解することができました。この経験を活かしていきたいと思います。感謝。 

 それと先ほどから記してますが、『会長』という大役が今年の後半で控えております。もうすでに次期三役の発表など行

い、そう遠い事ではないと実感しています。 思い返せば、私が入会したのは加藤隆司会長期の10周年記念例会の時。

今年で 5年になります。その当時は『会長』なんて遠い雲の上の存在でしかなく、自分も何十年後かいつかそれにふさわし

いメンバーになれるのかと考えていました。 昨年に会長選考委員会より依頼を受けたときは間違いなく今の自分には無

理でそのような人間でもなく、固辞することしか考えていませんでした。聞く耳持たずの姿勢で話し合いにも参加していまし

たが、少しずつ皆さんの説得に同調し始めて、もっともなことだとうなずき始め、断る理由がなくなってきて首を立てに振る

しかなくなり、終いにはやる気まで出てきてしまう不思議な症状になったと今では思います。 

 承諾してからは、『会長』への期待と不安の日々交錯でどちらかといえば不安が9割期待が少々ほどでした。しかし次期

会長となり今年になってからはそうは言っていられません。時は待ってくれません。今までの委員長や三役での経験より、

不安を乗り越えて得た達成感は何とも言えない心地よさを得ることができると感じました。だからもしかしたら、『会長』という

大きい不安の先にはものすごい心地よさがあるのではと思い込み、そんな妄想をしながらプレッシャーと戦っております。 

 たくさんの諸先輩方からアドバイスをいただき、キックオフまでが勝負。準備万端。備えあれば憂いなし。で、今年がんば

りたいと意気込んでおります。 とにかく私にとっては激動の一年となるのは間違いないでしょう。「みんな次期会長研修会

に行って帰ってきたらスイッチが入る」とこの時期になるとよく耳にしますが、私の心のスイッチに付いているブレーカーが

落ちないか？そんな心配もしている今日この頃です。 

 来月の次期会長研修会後の私に乞うご期待。まぁ恐らく「こころの電器屋さん」に私の心のスイッチを修理してもらうことは

ないでしょう！ 

 



半期総会例会   2010.1.13
太田尚道ys

一月の半期総会例会（1月13日）のにご報告をさせていただきます。 

 まず、廣田会長の成長を読者の方々に知っていただきたいと思います。会長スピーチを昨年は、ペーパーを見

ながらでしたが「本年からはペーパーを見ないでスピーチします」との会長のことばがあり、その通りペーパー

無しで滞りなく話されました、内容は忘れましたが（すみません）、地位が人を作るのか、ワイズが人を作るの

か私にはわかりませんが？ 

半期総会は千賀ysが議長を務めました。まず委員会報告が行われました、次に会計報告が行われましたが表示科

目に問題があるのではなどの推敲がメンバーよりありましたが、無事承認されました。私見ですが、半期報告を

短時間で行うことが出来ないか毎回考えさせられます。 

半期総会の後は、トスファンドが行われました。協力商品が多く予定より多少時間がオーバーしましたが、ご協

力有り難ううございました。  

２００９年度次期役員研修会に参加して   2010.1.10～11
次期ＥＭＣ事業主任 新山兼司ys

 ２０１０年１月１０日（日）～１１日（月）の２日間、ホテルクライトン新大阪にてワイ

ズメンズクラブ国際協会西日本区次期役員研修会が行われました。２００７年の時も次期京

都部部長という立場で参加させて頂きましたが、今回も同様に内容の濃い研修会でした。次

期ＥＭＣ事業主任の立場で西日本区現況報告を聴いていますと、過去５年間の７月１日付会

員数は、２００５年 １，７２４人 ２００６年 １，６８９人 ２００７年 １，６３０

人 ２００８年 １，６７２人 ２００９年 １，７１４人 になっています。２００８年

から少しづつは増えていますが、現在は過去５年間の中で最も会員数の多かった数までほと

んどもどした事になります。これは、歴代ＥＭＣ事業主任の方や、２０００推進チームの

方々の熱い思いが会員の皆様の気持ちを動かしたたまものだと思います。しかしながら目標

の２０００名にするには、まだまだ会員増強に力を注いでもらわなくてはなりません。 

ワイズメンズクラブに入会される方の動機は様々ですが、入会する事によって新しい出会いが始まります。そし

て交流を続ける中で、親睦が深まり良き友人もたくさん出来ます。ワイズメンズクラブは、職業・性別・年齢は

異なっていても、自分の人生にとって最も気軽に相談できる相手もたくさんいる事に皆様も気づいているはずで

す。良きメンバー共々、自分自身の成長を高め、会員増強に育んで頂き、毎例会を出会い・交流・親睦の場所と

なり、ワイズメンズクラブ・ＹＭＣＡにご奉仕して頂ければと思います。メンバーひとり・ひとりの気持ちを会

員増強の為に動いて頂ける事にするのが、私の役割でもあり、ＥＭＣ事業委員会・２０００推進チーム委員会・

各部の部長さん・ＥＭＣ事業主査さんたちと連携を計り西日本区全体のクラブを底上げし、西日本区２０００名

に向かって皆様と共に努力していきたいと思います。 

私は京都トップスクラブのメンバーに支えられ、次期ＥＭＣ事業主任を引き受けました。今、京都トップスクラ

ブは２４名のメンバー数ですが、数ヶ月前から毎例会４０名以上の例会参加者となり、会員増強の機運が高ま

り、４月・５月頃に団体入会式を行うと、河原ＥＭＣ委員長から力強い言葉を頂いています。自クラブのメンバ

ーに胸を借り、支えられ、京都トップスクラブから輩出した次期ＥＭＣ事業主任として、しっかりと大役を果た

す様にと言われている感じもありますが、皆様の思いをしっかりと受け止めて、次期ＥＭＣ事業主任という立場

で、精一杯活動致します。次期役員研修会に参加して、なおいっそうの自覚を持たされた気がいたしました。 
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太田尚道ワイズ ／今年の抱負／ 船木順司ワイズ ／楽しむために！／

今年の10月で、親の仕事（税理士業）を引き継ぎ10

年になります。これもひとえに、皆様のご支援・ご

指導の賜物と感謝しております。10年の節目にあた

り、まず原点に立ち戻り、基本を大切にしたいと考

えています。具体的には、税の原理原則を改めて研

究してみたいと思っています。少々学術的な生活を

一年のテーマとして過してみたいと思っているとこ

ろです。 

新年を迎へ、世の中の不景気や業界の再編による機

構改革は今年も続く事でしょう。これらを理由に停

滞を他人の仕業にせず、本年も自助努力を惜しまず

行動したいと思います。メンバーの皆様には惜しみ

ないポジティブエナジーをいただき有難うございま

す。今年も一杯頂戴ね！！ 

独り身河原ワイズ ／新年の抱負／ 牧野充記ワイズ ／2010年私の抱負です！／ 

 メンバーの皆様のご協力により、今期中に何とか３

０名をクリアー出来そうな勢いです、この熱い気持ち

を耐えず維持し次期の委員長さんにバトンタッチし次

期も入会者１０名以上を目標とし京都ＮＯ、１のメン

バー数を誇るクラブへと変わって行く事でしょう。♪

もう動き始めています♯誰にも止められないゾ 

今年の私の抱負は、昨年土台を築き上げた弊社の新規

事業であるリラクゼーション事業を、今年から３ヵ年

計画で必ず上昇気流に乗せます。今年はその一年目の

非常に重要な年になります。「何が何でも絶対やりと

げるぞ！」と強い意志を持って直進専心し今年の事業

計画目標を必ず達成させます。  

渡部與志夫ワイズ ／思い／ 谷川武繁ワイズ

2010年今年の元旦は天気も良く清々しい気持ちで迎え

ることが出来た事に感謝し、おとそを戴き、痛みのあ

る足をかばいながら氏神様の藤森神社へお参りして家

族全員一年間の無事を祈願いたしました。 昨年末か

ら次男も別に住まいを持ち、とうとう二人だけの生活

になりちょっと寂しくなりました、でも時々来てくれ

る孫に癒されながら楽しいひと時を楽しんでいます。

今年こそワイズ活動に支障の無い年になるように願っ

ていますが、まだ少し先になりそうですが、頑張って

トップスの皆様と供に楽しいクラブ活動に一日でも早

く参加できるように頑張りたいと思い願っています。 

 私の今年の抱負は、ゴルフをエンジョイすることで

す。学生のころより数えるとゴルフ歴３６年となりま

すが、実際は仕事が忙しくて最近はほとんど行ってい

ません。昨年は、トップスＥＭＣ会と会社の社員とプ

レイした二度だけでした。これでは良くないので、２

年ほど前に休日に行く目的で、或るゴルフ場の会員な

りました。しかしそこへも通算四度しか行っていませ

ん。妻も引っぱり込み何とかしようとゴルフシューズ

をプレゼントしましたが、まだ一度も寒くて練習へも

行けていません。オットケー（どうしたらいいの？） 

  

平間正晃ワイズ ／新年の抱負／ 新山堅一ワイズ ／抱負／

春には真鯛やきびなご、それに高級ステーキを食べよ

う。 

夏は地元京都で鱧のシャブシャブと賀茂なすの田楽が

食べたい。 

秋には松茸を炭焼きで、黒マグロのトロをお寿司をい

ただきたい。 

冬には、たらば蟹とフグをおなかいっぱい食べてや

る。 

そして５ｋｇのダイエット！ 

これがわたしの新年の抱負です。 

“当たり前やん”とか“当たり前やろ”（当たり前田

のクラッカー 違うか！） 何気に普段よく使う言

葉・・・簡単なようで深いなぁ！！ 

今年こそ、仕事もクラブも当たり前のことをキッチリ

と邪魔くさがらずやれるように自分自身に言い聞かせ

ながら 

スーパーサイア人のように進化しながら思いやりを持

って（理想ですが・・・）＆遊ぶ時はおもいっきりＤ

ＯＮ！ 

公私ともにバリバリ楽しんでいきたいと思います。 

笠井俊明ワイズ  乙坂優次ワイズ ／一年の抱負／

毎年新年になると、あれこれ誓いを立てことし一年が

んばるぞーと意気込んでいましたが、そんなものは直

ぐにくじけて長続きしないことが経験上わかりまし

た。今では1ヶ月ぐらいできれいさっぱり存在自体を

忘れています。結局あれこれ考える事がなんだかばか

ばかしく時間の無駄であると悟りました。そんな調子

なのでとりあえず今年もマイペースで、ゆっくり生き

ていこうと思いっています。・・それって抱負なるや

ろか！？・・・ 

 今年は、２月に香港、４月に中国桂林、６月にはオ

ーストリアとスイス、８月は冬のニュージーランド

へ、そして10月は中国天空列車に乗ってラサへ、12月

はハワイへ、その間をぬって国内の温泉施設でのんび

りユッタリ……………。 そんな夢のような事が実現

するように頑張ろうと思う。 

勿論、チャリティーランや街頭募金、YMCA諸々の活動

にワイズ活動は原則参加が基本だけど………な！！。 



 
 

 

千賀俊男ワイズ 廣田 隆治ワイズ  新年の抱負

「恐ろしく大胆な発想の転換を行う」 
昨年までは「お金が手に入ると直ぐに出る」と悲しい
状況でした。今年からは「支払の寸前に必ずお金が入
る」と考え「現実」が変わりハッピーな気分です。 
今年1年はこれで安心です。 

気持の面では先ず前向きに、そして変化を必要以上に
恐れずに何事にも取り組みたいと思います。クラブ
も、仕事も、家庭もいろんな人との係わりの中で成り
立っています。ありきたりのフレーズですが『自分に
厳しく、他人に寛大に』そして周りの人たちの良さを
精一杯吸収し、自分も周りの人のために良い影響を与
えられるようにすることが私の新年の抱負です。３０
人達成するぞ！ 

高坂幸征ワイズ 新山兼司ワイズ ／今年の抱負／

家族と一緒に過ごす時間を大切にし感謝の気持ちと笑
顔を忘れないように頑張ります。 

一言、何事も元気・やる気・根気・本気を貫き通せる
一年でありたい。 

藤田正康ワイズ  今年の源 田辺 誠ワイズ

 元気ですかー！！ 元気（現金）があれば何でも出
来る、、、。  元気の源を涸らさぬように日々精進
だ！！遊びも色気も不良ジジイへまっしぐらだぜー 
Ｏｈ！ｙｅａｈ！！（仕事は！とカミさんの突込み
が） 

 仕事で新たにチャレンジしたい事が沢山有ります。
一気には無理なので、一つ一つ、順番に成功させ、い
つか仕事が楽しいと思える、環境を作りたいです。そ
して、行きたくても行けない、海外旅行を最低、年一
回、家族で行ける事を目指し、いつか実現したいと思
います。 

加藤清一ワイズ  新年の抱負

 次期は三役から離れることができ、ゆっくりできそ
うなのでのんびりと一年を過ごしたいと思います。 <掲載順(順不同) 締切以降は３月号に掲載します>

2月「ＴＯＦ」月間に寄せて 
                            

京都YMCA総主事  神﨑清一 
冬の朝未明に起きた神戸での大震災。突然に恐怖と悲しみそして不安の中へと「小さくされた」人々。
そのお一人おひとりにその後のストーリーが存在した15年でした。 
 私たちも多くのことを学びました。人は寄り添ってでしか生きていけないこと、そして寄り添って生
きることが私たちにとって素晴らしく大きなものであること。ボランティアのあり方とその可能性。ワ
イズメンズクラブ、YMCAの働きの可能性や地域と協同のありかた。「民」と「官」の限界と連携の必要
性。世界中の人が痛みや喜びを共有していること。 
 さて1月には、世界の最貧国の一つであるといわれているハイチで、まさに未曾有な災害が起こってし
まいました。小さくされた人々のことを憶え祈ります。私たちの手と足を使わせてください。世界の人
が平和な社会で、平安に生きることが出来ますように。 
 2月に京都YMCAは121周年を迎えます。「YMCAの使命」と「会員の役割」について、皆さんと共に改め
て思いを語る機会でもあります。 

   ２月・３月

２月１０日(水)

２月１３日(土)

２月１３日(土)

 ～１４日(日)

２月２４日(水)

３月１０日(水)

３月１４日(日)

３月２４日(水)

ＴＯＦ例会 

京都YMCA創立121周年記念会員

集会 

１泊若狭ふぐツアー 

 

役員会 

例会 

リーダー卒業祝会 

役員会



 
 
 

1．新年度プログラム募集 
子供たちのウエルネスプログラムの新年度募集を行い
ます。受付はお電話にて受け賜ります。 
スイミングスクール、幼児・少年体育活動は、２月24
日(水)午前10時より 電話075-255-4709 
グローバルアウトドアクラブは、２月25日(木)午前10
時より 電話075-231-4388 
２.春休み小豆島少年少女キャンプ参加者募集中 
カヌー・ヨット・釣りなどのマリンｽﾎﾟｰﾂ、磯観察や
クラフトなどのプログラムの中から、グループ毎に選
択して楽しみます。神戸ＹＭＣＡの子ども達と一緒に
キャンプを過ごします。きっと新しい友達がたくさん
できるでしょう。 
場所：神戸YMCA余島キャンプ場(香川県小豆郡余島)  
日程：３月27日(土)～31日(水)４泊５日 
対象：小学校３年生～高校３年生〔2009年度〕 
費用：54,000円(会員以外の方は申し込み時にシーズ
ン(臨時)会費2,000円が必要です。) 
３.2009年度卒業生リーダー祝会のお知らせ 
今年も多くの少年リーダーが社会に巣立とうとしてお
ります。ＹＭＣＡでの活動に捧げていただいた労力と
時間は、明日をつくる子どもたちの大きな糧となった
に違いありません。情熱ある働きに感謝するととも
に、ＹＭＣＡでの経験が今後にいかされることを祈っ
てともに祝いたいと思います。 
日時:３月14日(日)午後２時～５時30分[予定] 
場所:京都YMCA三条本館マナホール 
４.創立１２１年会員集会 
創立121年を迎える今回は公益財団法人認定に向けて
新しい会員のあり方を考えます。 
日時：２月13日(土) 於:マナホール 
第１部記念礼拝 午後６時～６時30分  
第２部会員について協議 午後６時30分～８時30分  
５.リトリートセンター主催“季節の自然を楽しむ”
シリーズ第３弾 
『自分で描くネイチャー絵はがき』画家の坂井昇さん
を講師としてお招きし、自然の草木や木の実のスケッ
チから、絵付けまでの手法を学びます。 
日時:２月28日(日)午前10時～午後４時 
場所:京都YMCAリトリートセンター(宇治市二尾) 
講師:坂井 昇さん 日本画家） 
対象:１８歳以上の方 定員30名(先着順) 
参加費:会員2,300円/一般2,500円(画材・昼食代含) 
６.春休みスイミング・デイキャンプ・鉄棒とび箱が
好きになる教室ご案内 
受付：会員とその兄弟２月４日(木) 午前10時～ 
会員・一般２月４日(木)午後２時～ 
2009年度冬休みのプログラムにご参加いただいたシー
ズン会員の方は10時より受付ます。 

Ａ.春休みスイミングスクール 
期間:３月25日(木)～30日(火)連続６日間 
   対象:新年中・新年長(平成16年４月２日～平成
18年４月１日生)／新小学1年生～新中学3年生場所 京
都YMCAｳｪﾙﾈｽｾﾝﾀｰ三条 室内温水ﾌﾟｰﾙ 
費用8,000円[会員外の方はシーズン(臨時)会費2,000
円が必要です。)  
Ｂ．デイキャンプ日帰り連続５日間 
◎幼児たんぽぽ 期間３月26日(金)～30日(火) 
午前９時30分～午後４時30分 
対象：現年少/年中(平成16年4月2日～平成18年4月1日
生)定員50名 
費用：35,000 円(会員外の方はシーズン(臨時)会費
2,000円が必要です。) 
◎小学生つくしんぼ 期間３月26日(金)～30日(火)午
前９時～午後５時 
対象：現年長/現小学３年生(平成12年4月２日～平成
16年4月1日）定員30名 
費用35,000円(会員外の方はシーズン(臨時)会費2,000
円が必要です。) 
Ｃ．鉄棒・とび箱が好きになる教室   連続５日間 
定員各クラス15名 
日時:３月25日(木)～29日(月)連続５日間 
対象:Ａｸﾗｽ新小学1年生～4年生 午前9時～10時10分 
Ｂｸﾗｽ新年中～小学2年生 午前10時25分～11時35分 
Ｃｸﾗｽ新年中～小学2年生 午後1時～2時10分 
Ｄｸﾗｽ新小学1～4年生 午後2時25分～3時35分 
場所:京都YMCAｳｪﾙﾈｽｾﾝﾀｰ三条 地下マナホール 
費用:10,000円(会員外の方はシーズン(臨時)会費
2,000円が必要です。) 
７.ボランティアセミナーのご案内 
①聴くこと力、話すことの力 
｢人はなぜ苦しいとき、話を聴いてもらうだけで楽に
なれるのか｣その疑問に答えるために、｢話すことの
力｣｢聴くことの力｣について｢苦しみの精神構造｣から
考えていきます。さらに苦しみを抱える人の話を聴く
方法、話し合いを進める方法に迫ってみましょう。 
講師:佐藤泰子氏(京都大学大学院人間・環境研究科人
間社会論講座)  
日時:２月27日(土) 午後６時30分～９時  
場所:京都YMCA  参加費:500円/人 定員30名 
②がん患者さんとそのご家族へ 
第37回 苦しみ、悩み、不安を共有しませんか。この
会は患者さんとそのご家族が抱いている苦しみや悩み
について、患者さん同士、そのご家族同士が話し合
い、がんとうまく付き合うための情報交換の場です。 
 
日時:２月20日(土) 午後７時～９時 
場所:京都ＹＭＣＡ(三条柳馬場) 
参加費:３００円/人(お茶代等) 
①②ともお申し込みは 下記お電話(075-231-4388)又
は vb@kyotoymca.or.jp 

８.春休みスキーのお知らせ 

春休みのスキープログラムの参加者募集中。春の陽気の中でシュプールをえがきましょう。是非ご参加ください。 

※チャレンジスキーは緩斜面での確実なパラレル操作が出来る方 中・上級者向き 

コース名 対   象 日   程 行き先

リトルキッズスキー春 小学１年～２年生 ３月２６日(金)朝～３０日(火)朝 志賀高原

小学生スキー 春 小学３年～６年生 ３月２６日(金)朝～３０日(火)朝 志賀高原

中高生スキー春 中学１年～高校３年生 ３月２４日(水)夜～３０日(火)朝 野沢温泉

チャレンジスキー 春 小学４年生～高校３年生 ３月２４日(水)夜～３０日(火)朝 野沢温泉


