
皆さんこんにちは、事業通信第３号の発行です。 

今回は 10月・11 月の主な事業活動を、各部・クラブからの報告 

や主任の活動を踏まえ、それぞれ作成いたしました。 

今号もどうぞ最後まで、お読みいただきますよう、お願いします 

 今回の巻頭写真は第 26回西日本区大会ＰＲ用ハッピをお披露目し 

た六甲部会時の集合写真です 

小田・清水・田上理事・伊藤・塚本   

Ｙサ・ユース事業              清水 淳＜とやまクラブ＞  

 

10月 10 日（土）～11日(日)、名古屋 YMCA日和田高原キャンプ場（岐阜県高山市高根町日和田）『YYYフ

ォーラム（日和田火祭りキャンプ）』が開催されました。 

かつて高根村（現高山市高根町）で行われていた「火祭り」を日和田高原キャンプ場で復活させました。 

当日はワイズメン１８名、ユースリーダー１８名、リーダーOB・OG１８名、YMCA 職員４名の YYY５０名に

加え地元の方々２名にも参加いただき、歴史的行事であった「火祭り」を再現させました。 

翌日は日和田高原キャンプ場のクロージングの準備ワークも実施されました。 

４月に行われた「キャンプフェスティバル」に続くワイズメンと YMCA とユースがともに作り出すプログ

ラムには多数のリーダーOB・ＯＧも参加したイベントによる交流が、より広く深くなっていくことを期待

します。 
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11 月 6日（日）に京都ウイングクラブ 35周年記念例会がホテルグランヴィア京都で開催されま

した。  

これまでにクラブが長く行ってきた医療機関と連携した支援についてともに関わってきた医療

機関の医師・看護師の方々、リーダーOB・OG から活動報告がありました。 

10 月 22～23 日に実施された「青い空、白い雲のキャンプ」に関する報告を紹介します。 

京都大学付属病院・京都府立医大病院の小児病棟の子供達と保護者の方々を対象として「京都府

立丹後海と星の見える丘公園」で開催されました。 

京都ＹＭＣＡのリーダーが企画した 

 〇宝探し 〇海賊のハロウィン企画 〇仮装 〇ランタン作り 〇キャンプファイヤ 

 〇気球 〇 昼ごはん（ハロウィンパーティ） 〇 遊戯コーナー 

 

 

 

 

 

 

 

 

等のプログラムをワイズがサポートし行われました。 

入院中の子ども達の院外での活動であり安全性の確保が重要で、永年にわたる医療機関との連携、信頼

関係の上で成り立っているプログラムです。 

院外での活動が容易ではない子ども達にとって青い空と白い雲下でのキャンプは大きな思い出になっ

たことと思います。京都ウイングクラブは 35 年の歴史の中で、設立初期から身体障害者が快適に過ごす

ことができるためのキャンプ場整備や養護学校・授産施設へのバザー協力などのＣＳ事業に積極的に取り

組み、YMCA のキャンプ場などの整備作業・大規模災害等発生時の救援街頭募金など、ＹＭＣＡサービス事

業、京都ＹＭＣＡのリーダー育成にも大きな役割を果たしています。 

継続的に事業を行っていくことの重要さを感じました。 

  （第 27回京都部部会 2023／9／3 ウェスティン都ホテル京都） 
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 地域奉仕・環境事業           伊藤 文訓＜長浜クラブ＞ 

 今回は、「ＳＤＧＳ」における顕著な取組をしていただいた事例を掲載させていただきます。数

多くのＣＳ事業報告も各部・各クラブからいただいていますが、次号にて紹介させていただきま

すので、ご了承ください。 

   １ 

☆１１月１２日（土）１０時３０分～正午 六甲部会第１部 ☆ 

                                        宝塚市立文化施設 ソリオホール 

   第 21回六甲部会の第１部として「ワイズの地域貢献活動事例 

発表会」が開催されました。 

  今期若林六甲部長の方針として「地域社会の課題を見出し他の 

活動者に寄り添って貢献寿命延ばそう」を掲げられていますが、 

長期のコロナ禍という壁を乗り越え地域社会に寄沿い協働活動 

を展開されている、24事例（六甲部・中西部・中部）の実践が紹介

されました。 

私の主任方針でも『地域社会への貢献活動の取組みを今一度具体 

的かつ明確に計画・実行』『各部・各クラブの取組内容を積極的に 

発信し情報の共有化を推進』としているとおり、まさにその実践事 

例を各部に呼びかけ、収集し発表の場を持っていただいたことは、 

各部・各クラブの今後の取り組みに大いに役立つことと確信します。 

さらに有意義な実践をされている、クラブもあるとは思いま 

すが、活動事例を共有し、それをヒントにまた新たな取り組みに活 

用できるのが、ワイズ活動の醍醐味です。 

今回事例をお寄せいただき発表いただいた３部１０クラブの皆さ 

ん。ほんとうにありがとうございました 

 

 

                    

                                    、―３－ 



      ２ 

   ☆１０月３０日（日）１３時～１６時   後援：京都市・京都ＹＭＣＡ 

京都市役所前広場周辺 

 今期京都部石倉部長は、『ＹＭＣＡでひとつになる』をテーマにＳＤＧｓの認知度を深めるとともに 

我々ワイズメンクラブが日頃行ってきている「ＳＤＧｓ」事業をより多くの方に知っていただくため、 

京都市・京都ＹＭＣＡそして京都部各クラブの協力のもと、京都市役所前広場にて『ステージでの講 

演』『各クラブ事業紹介ブース』の展示が行われました。 

ステージ   

■ 藤田裕之「レジリエント・シテイー京都市統括監」と石倉京都部部長によるＳＤＧｓにおけるトークセ

ッション 

■ ウクライナ支援の基調講演「日本ＹＭＣＡ同盟：横山由里亜氏」 

■ 和紗（Kazusa）さんのライヴ＜京都で生まれ育ったシンガーソングライター＞ 

ブース                             和紗さん（Kazusa） 

■ 京都市ＳＤＧｓ紹介ブース 

■ ＹＭＣＡボランテイアビューロー視覚障がい者支援ブース 

■ 京都部各クラブ支援先事業報告紹介ブース ■ ＹＭＣＡ国際協力募金 
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    ３ 京都ウェル・京都プリンス・京都グローバル 

         ＜３クラブ合同例会・環境アワー＞ 

 ☆10月 18日（火）19時～21時 

 ＷＩＴＨ ＹＯＵ＜京都市中京区＞ 

 

 京都ウェルクラブ・京都プリンスクラブ・京都グローバル 

クラブの３クラブ合同例会＜環境アワー＞が開催されま

した。今回は日頃から「ＳＤＧｓ」をテーマにした創作落語をされている、「立川流・真打立川平

林氏」を招き、ＳＤＧｓ落語と古典落語を披露していただきました。立川氏は警視庁より振り込め

詐欺・悪質商法などをテーマにした防犯落語を評価され、感謝状を１５度も授与されていたり、エ

ジカル落語や動物愛護落語としいった、世情を反映した題材で落語を創作され、幅広く社会貢献に

寄与されているようです。 

 

今回、ＳＤＧｓの理解と認識をさらに深める上で、社会問題の 

現状を把握し、その改善策や解決策をどのように私たちワイズメ 

ンも実践できるかという、数多くのヒントをいただいたと思います。 

このような勉強会を合同例会の場で、開催していただいたことに 

深く感謝いたします。ありがとうございました。 

 

 

 

 

     ３クラブ会長＆立川平林さん          ハッピーバースデー・おめでとうございます 

2022-23 田上理事期も早、５か月が経過してしまいました。 

 地域奉仕・環境事業のＣＳならびにＦＦ資金申請については、①姫路グローバルクラブ ②京都部  

③岡山クラブ ④彦根クラブ ⑤熊本水前寺クラブ ⑥米子クラブ ⑦宝塚クラブの１部６クラブが申

請をされています。皆さんからの積極的なお取り組みをお待ちしております 
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Ｅ Ｍ Ｃ 事 業             塚本 勝己＜京都ウエストクラブ＞ 

皆様こんにちは、今期「ＥＭＣ事業主任」またの名を「新入会員増強応援団長」 

塚本勝己です 

＜１０月～１１月の活動報告をさせていただきます＞ 

今回は部会が多く、九州部部会から始まり中西部部会、びわこ部部会、第２回役員会を阿蘇ＹＭＣＡで行

い、西中国部部会と続き、瀬戸山陰部は行けませんでしたが、最後六甲部部会で締めさせていただきまし

た。 

また、このたびＥＭＣの醍醐味と言えるエクステンションが行われました！京都部に１８番目のクラブ

が誕生致しました！その名も「京都ブラックワイズメンズクラブ！」 

本当におめでとうございます！ 

さらに、続いてなんと！沖縄にも新クラブが立ち上がります！その設立総会にも行って参りました！そ

れでは画像でどうぞ！ 

＜10月１日（土）＞九州部、理事のお膝元だけあって盛り上がりましたねぇ！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

懇親会は会場いっぱいのメンバー熱気ムンムンでした！ 

＜10 月８日（土）＞中西部部会は田上理事の基調講演とハーモニカのプロ演奏、 

これは豪華お弁当です 
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＜10 月 15日（土）＞びわこ部会は林部長がゴンドラで降りてくる演出！部会前に街を探索！ 

長浜良いところですよ！ 

 

＜10月 29日（土）＞ 

金子部長の熱意溢れる挨拶と美味しい物ばかりのお弁当に感激でした！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

＜11月 12 日（土）＞ 六甲部部会・元宝塚歌劇団「絵莉千晶さんのミニライヴ」始めて聞いて感激 

感謝ありがとうございました 
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＜11 月７日（月）＞ （仮称） 沖縄ワイズメンズクラブの設立総会に行ってきました！ 

西日本区に仲間が増える喜びすごく感じています！首里城も復興に着手した様です！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月 19 日（土）   ＡＮＡクラウンプラザ京都 18 時～21 時 

京都ブラックワイズメンズクラブの皆様おめでとうございます！ 

西日本区７６番目のクラブです、また１３００人の仲間がいます！これから我々と一緒にワイ

ズ活動を楽しんで行きましょう！ 

田上理事期も５カ月が経過し、残り７か月になりましたが、今までにない充実したワイズ活動を

させていただいてます！人生一度きり・やらなきゃ損！そんな気持ちで来年６月まで全力疾走で

頑張ります！ 

ワイズメンの皆様！次にお会いする時は皆様のクラブの入会式やＥＭＣシンポジュームなどで

お会いできることを心から祈っております。 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都ブラックワイズメンズクラブ・メンバー一同が勢ぞろい 
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  バナーのお披露目        塚本主任 ・ 田上理事・ 新谷会長・ 木代新会長 

 

 

今年も残すところ、１か月です。 

１２月は、あわただしく過ぎていきますが、 

 

皆さんも地域の他業種・他団体の方々と 

 交流が盛んになる年末でもあります。 

 

今一度、ワイズの良さをアピールできる 

 チャンスと捉え、ＥＭＣ活動にとり組んで 

 いただけることを期待してやみません 

 よろしくお願いします 

 「新入会員増強応援団長」  

   塚本勝己でした！！ 
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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 田上期が始まって半年が経とうとしております。まだまだ、皆さんのかゆいところに手が届くと

ころまで全然いってない主任であります。国際・交流に関してわからないことがいろいろと出てきたら、ま

ずは、各部の主査さんへ聞いてくださいね！そこで解決できないようでした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、10 月に With You で開

催された京都ウェルクラブさんと京都グローバルクラブさん、京都プリンスクラブさんの「3クラブ合同例

会」をご紹介させていただきます。 

伊藤文訓西日本区地域奉仕・環境事業主任、正野忠之阪和部部長、木村拓馬京都部地域奉仕・環境事業主

査、小林郁佳京都部国際・交流事業主査もご出席され、参加者総勢 72 名の大きな例会となったようです。

落語家である立川平林氏をゲストスピーカーとして迎えられ、創作落語「オレオレ詐欺」と SDGs を題材に

した「エシカル落語」の２題を演じられたようです。ウェルクラブさんは、海洋汚染対策への取り組みとし

て京都部中村隆司直前部長期のＹ’s Day で取り組まれた「神崎海岸の清掃」や「京都動物愛護センター支

援」等を行われており、SDGs への関心や理解は高く持たれております。そこに今回の平林氏の落語で、環

境や動物保護、さらにはフェアトレードや現在の日本の食料生産の問題点等も風刺されたことにより、SDGs

のその他の目標についてさらに深めるきっかけになられたようです。 

楽しく有意義な落語の後は、それぞれのクラブの皆さんと楽しく親睦を深められ、相互の交流をなさっ

たようです。いい交流は地域奉仕にもつながる！！ってことですね。 

 

 

「メネットさんが継続している・ＩＢＣとの素敵な交流のご紹介」 

大阪長野クラブさんは、毎年恒例のメネットによる手作りのプレゼントの製作を行い、台北 クラブ・浦

項クラブ・横浜クラブへ計 60 個送られているそうです。 瀧本メネット会長と一緒に作成し、11 月例会

では出席してくれた堺 YMCA のリーダーにも手伝っていただきました。 短辺 90ｍｍ、長辺 123mm のツリー

に付ける飾りです。X’mas カード（全員署名）と一緒に送られているそうです！温かい贈り物ですよね！ 
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あと、小田はびわこ部会を盛り上げるために 10 月 15 日に彦根を訪れ、部会までの時間を彦根城観光で

もしようかな・・・。と 1日フリー観光バスチケットを購入し、まわっていたところ、伊藤地域奉仕・環境

事業主任から電話が入り、「13:00 からうちのクラブと京都 ZERO クラブの DBC お茶会があるんで来てくれ

へんか？」と、伊藤主任のお願いならと、彦根城観光をあきらめ、汗をかきかき会場に向かいました。会場

では、長浜クラブさんと京都 ZERO クラブさんが厳かでお堅い雰囲気で座ってらっしゃり、こりゃあどうし

たことか？？と思いましたが、コロナで交流ができてなかったが、この部会を機に新たに交流を深めよう！

ということで、それぞれの会員さんのユーモアを交えた自己紹介をなさることで会の雰囲気が一気に和み、

とてもいい感じの 1 時間を共に過ごさせていただきました！今後とも楽しい DBC 交流をお続け下さ～い！ 

 

突然の申し出による、交流会でした 

が、たいへん有意義な会でした 

  ＜交流会風景をご紹介します＞                    

 

 

             京都 ZERO 石飛会長・長浜松岡会長 

その他、小田は全部会で交流を楽しみました！部会の報告はいろんなところであっているので、

小田が参加させていただいた周年記念例会等の楽しい交流の写真を！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん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？ 

 

☆２０２３年２月 ４日～ ５日 第３回東西日本区交流会（神戸） 

☆２０２３年３月１０日～１２日 ワイズメンズクラブ創立 100 周年祝賀会 

 （台湾・台北） 
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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６月１０日～１１日 第２６回西日本区大会（熊本） も忘れずに！！！ 

 

【STEP・iGo】 
 

昨年度から始まった iGo(Internship 4Grobal Outreach)、京都部の次期国際・交流事業主任で 

ある牧野ワイズがまとめられたわかりやすい説明をホームページにて共有します。 

小田もまだまだ勉強中です。派遣側及び受入れ側共にいい経験ができるよう期待しております。 

 

【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。詳しくは HPwww.ys-west.or.jp/html/EF_sokin.html をご覧ください！ 

 

DBC、IBC 締結もご希望があれば是非、仲人します！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！！ 

東西日本区交流会の詳しい情報は、ホーム | 第３回東西日本区交流会 (tozaikoryu.com)を！  

 

では、交流を楽しみましょう！よろしくお願いします！ 

 

【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 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）の 11 月西日本区訪問航空会社の都合により延期 

⑥ 3 月 10日～12日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ですか？？？ 

        
第３回東西日本区交流会の登録も 

 スタートしています。 
 2023 年２月４日まで、あと２か月です 
 登録手続き・心からお待ちしています 
    
 国際・交流事業主任 小田でした 
    -12-  

http://www.ys-west.or.jp/html/EF_sokin.html
https://www.tozaikoryu.com/


 

 

 

 

      

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

皆さん、第３号も最後まで、お読みいただき 

ありがとうございました。 

引き続き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４号は、2023年 2月初旬の発行予定です 

次回は前期活動総集編です 

 

＜左から：小田・清水・伊藤・塚本でした＞ 

              

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