
 

皆さんこんにちは、事業通信第２号の発行です。  

今回は、８月・９月の活動報告やお知らせを主に掲載しています 

各事業ごとに、掲載枠はことなりますが、この２か月で各主任が 

経験し、感じたこと・お伝えしたいことを、掲載しましたの 

でどうか最後まで、お読みいただきますよう、お願いします。 

第２号の巻頭写真は、９月３日京都部会での集合写真です 

メネット委員会の吉本代表ともご一緒しています   

吉本代表・塚本・清水・伊藤・小田・田上理事 

Ｙサ・ユース事業              清水 淳＜とやまクラブ＞  

京都部ＹＹＹフォーラム 

（第 27回京都部部会 2023／9／3 ウェスティン都ホテル京都） 

今期の理事方針では 

「Y’s、YMCAスタッフ・リーダー・リーダーOP・プログラム参加者の交流」 

Y サ・ユース事業計画では 

「ワイズメンバーと YMCA スタッフ、リーダーおよびリーダー OP(OB・OG) 等過去の関係者が 

再び YMCAとの 関わりを持つことができる取組を検討する」というようにワイズと YMCA と 

ユースの関わりに加えて OB との連携を掲げています。 

 今回の京都部の YYY フォーラムでは現役のユースリーダーに加え 7 名のリーダーOB が参加し

ました。壇上ではリーダー時代の思い出や現況についてお話をしていただきました。卒業と同時

に YMCA との接点を失ってしまうケースが多い中で「ずっとつながり続けること」が重要だと思

っています。 

接点を作ることはスタートに過ぎません。ユースが関わりを持ち活躍できる機会をワイズと

YMCA が協力して作り上げていきましょう。 

ＩＹＣ２０２２報告  

（2022/9/４-9：タイ チェンマイ）   

 通常は世界大会の日程に合わせて開催されるＩＹＣ（International Youth Convovation）で

すが、ハワイでの世界大会中止に伴い今回はタイのチェンマイで単独開催されました。 

 日本からは 6名が参加、西日本区からは京都ウエストクラブ市橋清太郞ワイズのコメットの 

市橋さらさんが参加しました。 

                 ―１－ 



 IYC 2022 参加後感想 

                 市橋 さら 

 IYCへは今回で 3度目の参加となりました。2年前の大会が中止になり悔しい思いをした分、 

また前大会から 4 年という期間があった中で自身がどのように成長したのかを試す機会でもある

という思いから、今回の IYCには大きな期待がありました。 

 

 やはり何度経験しても異文化交流は本当に面白く、今回も新たな発見が多くありました。また、

これまでには語学力が乏しかったことからディスカッションにあまり参加できなかったり、自身の

意見を上手く伝えることができなかったり、また相手の話を理解できない事などが多々ありました

が、今大会では多くの参加者やスタッフの方と意見を交換し合い、世間話をし、またマイクを持っ

てステージの上で話す機会なども掴むことができました。 

 

IYCに参加して私が学んだ事は、失敗を恐れない事、何事にも挑戦してみる事、そしてなにより、

他の文化を尊敬し、偏見を持たない事です。特に宗教に関する話題はシリアスになりがちですが、

Devotionsの時間があったり、何を信仰しているかなどといった話題があがったり、日本人特有の

保守的な考え方を持つ私にはできない質問も平気で飛び交う場面に出会い、私の中でひとつ大きな

気付きがありました。それは、否定しないように話に触れないのではなく、理解するために話を聞

くことの方が大切だということです。もちろん、世界には私がまだ知らない異文化が多く存在して

おり、それに共感することは難しいかもしれません。しかし、理解をすることはできます。世界の

リーダーになるために、偏見のない心を持てるように、遠ざけるのではなく向き合うのだというこ

とが今大会で得た最も大きな気付きになりました。それを可能にしたのは、自身の英語力の向上と、

周囲と積極的にコミュニケーションを取ろうとした姿勢だと感じています。これらは過去 2 回の

IYCでの経験により培ったものです。 

 

 そして何より、IYC を通して私は世界中に友達ができました。5 日間を共にし、たくさん考え、

たくさん笑い、たくさん歌い、踊り、本当に多くの忘れられない思い出を作ることができました。

海外に行く機会はあっても、こうしてひとつの場所に世界中から同じくらいの年の人々が集まるこ

とは中々ないため、この 5日間はとても貴重な時間であったと感じています。コロナ禍にも関わら

ず今大会が開催に至ったことを心から嬉しく思っています。高校入学以降海外を飛び回っていた私

が、ここ数年は日本に閉じ込められたように感じ、正直外の世界で学ぶことに対する意欲を失いか

けていました。そんな時に今回の IYCに参加し、忘れかけていた感動や私の世界に対する想いの原

点を思い出しました。帰国した今、私はしたいこと、行きたい場所、考えが溢れてとまりません。

ここでの気付きや学びを今後の活動に活かしていけるよう、精一杯努めてまいりますので、今後と

もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

この度は私を西日本代表として IYCに推薦いただき、本当にありがとうございました。大変貴重

な経験になりました。サポートくださった全ての方に感謝いたします。 

 

               ―２－ 



 

 

 

 

 

 

 

 

                  ―３－ 



地域奉仕・環境事業                伊藤 文訓＜長浜クラブ＞       

※ 

＜お詫び＞※８月・９月は部会を除き、４クラブを訪問させていただきましたが詳細報告は 

３編に限らせていただきました。ご了承ください。 

☆ 京都部地域奉仕・環境事業・PR委員会合同懇談会 ☆ 

              ７月２９日（金）１９時～２１時 

                                      ANAクラウンプラザホテル京都 

   毎年恒例の懇談会に参加しました。コロナが終息を迎えていない状況 

でしたが、各クラブから「地域奉仕・環境事業」ならびに「PR委員会」 

の関連メンバーが集い、各クラブの活動方針発表に続き、今期京都部の 

ワイズデー実施概要が、木村地域奉仕・環境事業主査から発表されました。 

京都部の活動もいよいよ本格的にスタートです 

                                            

伊藤・木村主査 

☆ 姫路グローバルワイズメンズクラブ ☆                  

☆☆ ひとり親家庭の子ども限定「楽しさいっぱいデイキャンプ」☆☆ 

８月２８日（日）９時半～17時 姫路 YMCA太子遊びと冒険の森 

                                     姫路グローバルクラブの皆さんと 

４年前、クラブ例会で「フードバンク姫路」の代表を招かれ 

「子どもの貧困」について学習、“ひとり親家庭の子どもたち    

がいろいろなことを経験する機会に恵まれない実状を認識。 

ＳＤＧｓの取組としてクラブで、少しでも何かできないか? 

と協議されました。                       

コロナ禍により経済的・精神的にも、よりしんどい思いを    

されているひとり親家庭の保護者の気持ちを少しでも和らげ

ることができれば、毎日接する子どもたちへの影響も、きっと好 

循環の結果が、見いだせるのでは？という思いから、YMCAキャン 

プ場で今まで経験したことのない、チャレンジプログラムを通じて、 

楽しい思い出作りだけでなく、友達・仲間づくり・共助精神の目覚め 

YMCAの認知という多様な効果があることをメンバーが確信し今期３ 

回目を迎えられました。 

  私も当日午前１１時頃からメネットと参加し---。 

『ワイズメン・メネット・姫路 YMCA そして YMCAキャンプリー 

ダー』が一体となって、子どもたちの“楽しい思い出づくり” 

のために、一生懸命動き、声掛けをされている様子を拝見しました 

 閉会式には子どもたちのあのニコニコした顔で、楽しかったあ！！ 

と喜んでいた、表情がすごく輝いていたのを忘れません。 

 

  後日地域のマスコミ紙にも取り上げられ、まさに、今期 SDGｓ 

推進の「モデルケースその１」である活動でした 

                        ―４－ 

         

２０２２年８月～９月 地域奉仕・環境事業主任 活動報告 ＜抜粋編＞ 



                  

 

 

 

 

 

 

     ミニボルダリング          カヌー遊び            プール遊び 

 

☆ 京都ＺＥＲＯワイズメンズクラブ『ＳＤＧｓ例会』 ☆ 

              ９月２２日（木）１９時～２１時 ホテル日航プリンセス京都 

 

今期事業方針の、第１『ＳＤＧｓの推進』について 

クラブメンバーの理解と認識をより深めるため 

  レジリエント・シテイ京都市総括監の藤田裕之氏 

 を迎え、『ＳＤＧｓ例会』が開催され、参加いたしま 

した。 

ＳＤＧｓ設定の背景から、基礎知識・別の捉え方、 

ＳＤＧｓについて考える大前提として、持続可能な       藤田裕之氏講演風景 

開発目標達成を目指すことは、持続可能な仕組みを開発することにより、発展・成長を遂げるこ

とにあり、２０３０年はゴールではなくあくまでも通過点であるとのことです。 

つまり２０３０年度以降を見通した、「超 SDGｓ」が課題であるという提言がされました。 

                     

結びには、持続可能な社会の構築への視点を大切にし、 

あらゆる事象を「想定外」とせず、いかなる危機やダメージ 

に対しても、しなやかに現状以上の改善を可能とする「レジ 

リエンス」の繰り返しが持続可能性につながるとのことです。 

 今回私は、大変貴重な学習の機会を与えていただき心から感謝 

です。 

 また、京都部のワイズデーにおいても、藤田裕之氏を迎え、 

パネルデイスカッションが開催予定とのこと。楽しみにして 

おります。                             藤田氏・石飛会長 

                                                     

     

皆さんありがとうございました 

〇 ８月１８日（木） 京都（仮）ブラックワイズメンズクラブ設立総会   

 〇 ９月３日（土）  京都部部会・京都部メネットの集い＜ウエステイン都ホテル京都＞ 

 〇 ９月７日（水）  大阪長野ワイズメンズクラブ９月度例会 

 〇 ９月１７日（土） 阪和部部会＜大阪ＹＭＣＡ本会場＞ 

 〇 ９月 23日（金）・24日（土） 中部部会・前夜祭＜金沢ニューグランドホテル＞ 

                  ―５－ 



 

 

京都ウェルワイズメンズクラブ 

 １．事 業 名            京都動物愛護センター支援 花壇整備 

 ２．実施年月日       令和４年８月２８日（日） 

               令和４年９月２５日（日） 

 ３．実 施 場 所            京都府京都市南区上鳥羽仏現寺町 11番地 

               京都動物愛護センター 

４．概  要 

 （１）８月期概要   

京都動物愛護センターは、収容動物の適切な管理，譲渡事業の推進により、殺処分ゼロを

目指し活動されている、京都府・京都市の共同運営施設です。クラブでは、施設の環境を整

備することで、少しでも府民・市民の皆様にこの事業への理解を深めてもらい、活動の一助

となればという思いで、施設内花壇の整備に取り組みました 

今回は、例会扱いではなく，CS独自の取り組みとして花壇整備を行い、整備内容は 

花壇とその周辺の雑草除去です。 

（２）９月期概要 

９月 19日（祝・月）に予定されていた京都 YMCAのチャリティーラン（例会扱い）が、台

風の影響で中止となったため、その振替例会として実施しました。突然の変更と、中部部会

日程と重なったため、参加メンバーが 5人という寂しい例会となりました。 

しかしながら、そのような状況下でも、1 名のゲストも参加いただき、しっかりと取り組

むことができました。 

                 

５、実施風景 

 （１） ８月期 

 

 

 

 

  整備前      整備後        達成感！！ 

  

（２） ９月期 

     整備中と整備後の 

      写真です。 

     こちらも達成感で 

    皆さんニコニコですね！！ 

 

奈良ワイズメンズクラブ 

 

１．事 業 名         「ＷＥＥＫ４ＷＡＳＴＥ」活動 

２． 実施年月日    令和４年９月 12日（日） 

                ―６－ 

２０２２年８月～９月 お寄せいただいたＣＳ活動報告 



３ 実 施 場 所         奈良ＹＭＣＡ周辺 ＆ 西大寺から近鉄西大寺駅までの道路 

４、概  要 

クラブ有志６名にて、今期は初めて約 1時間、奈良 YMCA周辺ならびに真言律宗西大寺から、 

大和西大寺駅一帯の道路の、ゴミ収集を行いました。気温 35度、残暑厳しい中での活動 

でした。 

今期も 3ヶ月に 1度の予定で街美化に努めて参ります。道行く人から「ご苦労様」のお声 

掛けも頂き、「奈良ＹＭＣＡならびにワイズメンズクラブ」も大いにアピール致しました。 

５、実施風景 

   

 

 

 

 

 

 

参加メンバーです       皆さんご苦労様です！ 

                    

６、参加されたメンバーの感想もお寄せいただきました 

                         奈良ワイズメンズクラブ 山口ルミ 

9月 1１日、真夏に戻ったような暑さの中、奈良クラブの６名の方々と一緒に、大和西大寺駅周辺のゴ

ミ拾いを致しました。 

その中で印象に残りましたのは、作業が始まって間もなく、小学校５～６年生くらいの女の子が私たち

の所に来て、「公園の石垣の所に空き缶やゴミがたくさん溜まっているねん・・・」と日照りの最中、顔

を真っ赤にしながら一生懸命訴えてくれました。 

 

ゴミ袋と火ばさみを持った私たちの姿を見つけて、自転車で駆けつけてくれたようです。 

皆で集う公園を清潔で楽しく遊べる場所にしたいという思いが伝わってまいりました。 

そういえば、今まで児童公園の中までは入ったことがありませんでした。私たちが「拾っておくからね」

と伝えると、安心した様子で帰っていきました。 

子どもたちにきれいで住みやすい環境を作り、そのバトンを渡していくことは私たち大人の責任とい

うことを改めて感じました。 

今回、子どもの視点から街の美化活動を考えることが出来ました。できれば大人も子どもも一緒に 

なって街を美しくする活動が出来れば、子どもたちや周りの大人たちの意識も高まって、ゴミを捨てる人

も少なくなってくれるかもしれません。 

私たち一人ひとりの力は小さいですが、同じ目標に向かって思いを一つにして取り組んでいくことは、

楽しく、またやりがいのあることになると思います。先日の女の子の気持ちを大切にして、これからも

「WEEK4WASTE」の活動に参加したいと思います。 

 

             メンバーお一人お一人のこの思い・意識が何より大切だと痛感いたしました 

          やらされ感ではなく、やろう！感」で私たちの思いをつなげることこそ、 

     ＳＤＧｓの取組みの成果だと確信します 

                                              ｂｙ 伊藤 

                   ―７－ 



ＥＭＣ事業               塚本 勝己＜京都ウエストクラブ＞ 

皆様こんにちは！ 西日本ＥＭＣ事業主任・塚本勝己です  

     

皆様によく間違われるのが勝己の己が巳になってる事なんです。 

よく似た漢字ですよね、皆様覚えておいてくださいね     

   

それでは、この 2か月での行動を写真を使って報告させていただきます。 

 

まずは、8 月２日（火）京都ウェルクラブの入会式です!なんと 8月 20 日（火）納涼例会の 

時に入会式！ 

 これで今期３人目です、これはすごい！ 

 

 

                   

                 

 

続きまして、８月１８日（木）京都ブラッククラブ設立総会です 

京都ＴＯＢＥクラブからのエクステンション・嬉しいですね。 

現在で新規メンバーが１１名。１１月１９日（土）のチャーターナイトが楽しみです。 

またメンバーが２０代から４０代！何色にも染まらず  

ワイズ活動を一緒に楽しんで行きましょう！ 

 

新メンバーの皆様         塚本            設立時の三役の皆さん 

私は確信しました。今期１００名増も夢ではありません！ 

続きまして、8月２５日（木）彦根シャトークラブＥＭＣ例会に参加しました。 

４０分のお時間を頂き、スピーチの後の活発な意見交換、彦根シャトークラブの皆様のメンバー

を増やしたい！という熱い思いがよく伝わってきました。 

若いメンバーもおられ、これからが楽しみです 

                    ―８－ 



また、交流がしたいものです！そして料理が美味しかった！近江牛のステーキ重ですよ！  

                          

例会風景               クラブバナー         近江牛ステーキ重 

 

８月２８日（日）阪和部ＥＭＣシンポジウムに参加しました。 

正野阪和部部長の下、寺岡ＥＭＣ事業主査の司会で、ＺＯＯＭ併用の新しい形のシンポジウムが

開催されました。 

内容は安藤和歌山クラブ直前会長、四本奈良クラブ会長の討論形式での進行で 

ワイズの良いところ、足りないところをしっかり話されたと思います 

 

                              集合写真です    

 

９月３日（土）京都部部会が開催されました      

石倉京都部部長の思いがよく表現された、ＹＭＣＡと共にというところが素晴らしかったです         

                   

部長挨拶 

                  バナーセレモニー        所属クラブ会長と 

 

                  ―９― 



９月１５日(木)長浜クラブの「ＥＭＣプラスワン例会」に参加しました！   

まず、長浜は良いところですね、琵琶湖が綺麗で、そしてお城も素晴らしい！  

会場も綺麗でこれならメンバーも増えるでしょ！ 

講演の河端先生も素晴らしい内容でした。次は入会式に参加しますね。   

   

松岡会長＆河端先生          例会風景               塚本挨拶 

             

 

 

 

 

 

 

 

             

 

ＥＭＣプラスワン例会集合写真  

 

この他にも、各クラブのゴルフコンペや、ＥＭＣの集まりに参加していますが、 

ワイズメンは皆様素晴らしい方ばかりです      

少し、活動内容が宣伝されていないだけで、知れば仲間が増えるのではないでしょうか？ 

     

また、コロナが終息に向かいリアルな例会が始まっています。 

いきなり・例会でなくても、参加したいと思っている方は多いのではないでしょうか？ 

 私は、西日本区ＥＭＣ活動応援団長としてこれからも皆様の 

ＥＭＣ活動の応援にまいります！ 

 

               ―10― 

 



国際交流・事業               小田 哲也＜福岡中央クラブ＞ 

国際・交流事業主任の九州部、福岡中央クラブの小田哲也です。 

2022-23田上期が始まって 3 カ月が過ぎました。 

まだまだ、皆さんのかゆいところに手が届くまで全然至っていない主任でありますが、 

ぼちぼち、皆さんもわからないことがいろいろと出てくるのではないでしょうか？ 

各クラブのみなさん、わからないことはまず、各部の主査さんへ聞いてください！ 

そこから小田が心を込めてお手伝いします！ 

 

【DBC・IBC・交流】 
さて、私のところには各クラブさんから素敵なご報告が届いております。 

今回は、「京都ウェルクラブ」と「洛中クラブ」８月に『With You』で開催された「合同納涼例

会」をご紹介させていただきます。 

お互いのクラブよりメンバー候補者を交えられ、納涼例会を開催されました。自己紹介やゲーム

を通してメンバー候補者とともに、参加されたメンバーの皆さんが楽しく親睦を深められ、相互の

交流をなさったようです。 

さらに、京都ウェルクラブは、1 名の入会式を執り行われ、両クラブで入会を祝福された。との

こと。素晴らしい！！ 

多くの方にお祝いされた新入会員の方はさぞかしお喜びのことでしょう！もっともっと仲間が

増えていくといいですね。いい交流は EMCにつながる！！ 
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京都ウェルクラブ ＆ 洛中クラブの皆さんです 

 

さて・さてコロナでちょっと元気がなくなったこの世界に、楽しい交流で笑顔を届
けませんか？ワイズの醍醐味は交流！！いろんな交流が待っています！！ 

 
2023 年２月４日（土）～ ５日（日）  第 3回東西日本区交流会（神戸） 
2023 年６月 10日（土）～11日（日） 第 26 回西日本区大会（熊本） 
  
    皆さん！！お待ちしています 
        マーシャルも募集しますので、ぜひご参加を！！ 

【STEP・iGo】 
昨年度から始まった iGo(Internship 4Grobal Outreach)、詳細は部長さんを通してお送りしま

す。小田もまだまだ勉強中です。 

いい経験ができるよう、わかり次第最新情報をホームページにて共有します。 

 

【BF・EF】 
BF は昨年度までの「Brotherhood Fund」から「Building Fellowship Fund」へ名称が変更され

ています。内容はほぼ変わっていないので、引き続き、若者の海外派遣、メンバー同士の交流支

援等のために献金をお願いします。 

 

EF(Endowment Fund)は、スイスフラン（CHF）での献金のため、為替レートの変動で、昨年度い

ろいろと手間がかかりました。 

よって、皆さんにご案内がいっている通り、今年度より、国際協会のＨＰより各自、各クラブ

でクレジットカードにより献金を行ってもらうことになりました。ご理解とご協力をお願いしま

す。 

DBC、IBC締結もご希望があれば是非、仲人いたします！ 

また、「DBC お見合い大作戦！！」を第 3 回東西交流会で開催します。ご興味があるクラブは、

今後送られてくるアンケートにお答えいただき、DBC相手をみつけましょう！！ 

 

では、交流を楽しみましょう！よろしくお願いします！ 
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【国際・交流関係で小田のところに入ってきている情報は・・・】 
 
① 大阪クラブとアメリカトレドクラブが IBD締結に向けて順調に進行中 

 

② 京都トップスクラブと大阪茨木クラブが DBC締結に向けて進行中 

 

③ 京都プリンスクラブと富士山部の伊東クラブが DBC締結に向けて進行中 

 

④ 京都東稜クラブが北海道、東北エリアのクラブと DBC締結を希望中 

 

⑤ 名古屋グランパスクラブの早川ワイズのお孫さんが STEP/iGoを活用し、海外短期研修・ 

インターンシップを考え中 

 

⑥ BF代表としてペルーのワイズメンご夫妻（Roxana Estherさんとそのご主人 Tito Fernando さん） 

が 11月 6日から 14日の予定で西日本区を訪問予定 

 

⑦ 年度内に台北にてワイズメンズクラブ創立 100周年祝賀会を開催予定 

みなさんのクラブはいかが？？？ 

 

 

皆さん 

第３回 

東西日本区交流会 

 

 

第２６回 

西日本区大会 

 

も忘れずに！！ 

 

 

 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

皆さん、第２号も最後まで、 

お読みいただきありがとうございました。 

皆さん方からの活動報告を心より 

お待ちしております。 

 

第３号は、2022年 12月１日発行予定です 

＜左から：塚本・伊藤・清水・小田でした＞ 

              

  

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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