胡内会長「プロジェクト W」ついに始動
All For One

！！

One For All の精神で目標に向かっ

て前進！〜TEAM 胡内〜

三役

副会長

委員長の紹介

立山

隆一

今期、胡内会長が掲げられた
『プロジェクト W』ウエストク
ラブが今まで取り組んで来た
環境活動を今まで以上に強力
に推し進めて行く。
また例会に対しては 100％の出
席率を目指し、時間は守り“メ
リハリ”のある例会 にして行
く以上の方針に対し足を引っ
張る事のないよう に心掛け、
副会長として胡内会長をバックアップして行きたいと思っ
ております。
副会長 岩本 敬子
７月より胡内会長の標語 プ
ロジェクト W がキックオフし
ます。どっかで聞いたことある
ような？
会長の説明ですと、水、風、季
候、西 ４つの W を意味する
環境重点の１年間のよう伺っ
ています。この旗揚げのもと,
副会長として、縁の下の力持ち
にならなければと、（力がない
な…・ ）私のできることは会長の動きやすい環境作りに努
めようと考えてます。新メンバーも増え、今期は EMC の C
（Conservation） クラブの維持養育も重要な年でもあるか
と思います。皆様のご協力よろしくお願い致します

書記 中原 一晃
昨年はファンド委員長に立候
補し皆様のお陰でネットファ
ンドもそれなりにできました。
きちっとしてそうで抜けてる
面を少しでも直せればいいか
な？とお引き受けすることに
しましたが、この役職はかなめ
です 。クラブの雰囲気・厳粛
さ・スムーズな進行、しょきし
ょき切れる書記目指してがん
ばりますので、しっかり者の河合ワイズよろしくお願いしま
す。出欠返答は見た時すぐに返してください。
書記 河合 久美子
入会以来３度目の書記です。中
原ワイズと御一緒できて大変
心強いです！！今までは頼り
なかった私でしたが、今期こそ
は胡内会長の力強いサポート
ができるよう、また、クラブ全
体を見渡せる広い視野を持て
るよう、頑張りたいと思います。
一年間よろしくお願いします。

会計

高野 忠男

今期 京都ウェストワイズメン
ズクラブの会計を胡内会長から
要請され快諾を致しました。さ
りながら私、個人の能力は見る
も無残に退代(と云うのは言い
訳ですが)会長からの一言「え〜
やん。そこにおってくれたら、
それでいい」との励ましを真実
と受け止め三役に入れて頂きま
した。21 世紀のワイズは胡内会
長から若い人達のパワーアップにて変革することでしょう。
私は、その一員に選ばれた事を誇りに思っています。この 1
年を皆様と共に楽しみたいと祈っています。少々ボケ老人、
よろしくたのんます。

会計 寺井 幸生
ウエスト個性派 NO1,胡内会長
の新たな挑戦に向けて補佐出来
ればと考えます。胡内会長が言
われているメリハリ（緊張と緩
和）のあるクラブ運営は私も同
じ思いです。胸をはってメンバ
ーが「ウエストの何々です」と
自信を持って言えるクラブ作り
を考えましょう！。

Yサ、ASF委員長

野々口 佳孝

この度、胡内会長よりＹサ委員
長のご指名を受けました。前回
は河合ワイズが委員長で私は委
員でしたが何一つお手伝いでき
なかったようで非常に反省して
おります。私は昨年 1 月入会さ
せていただき早 1 年半が経過し
ましたがようやくワイズと言う
ものの楽しみが分かってきたよ
うに感じております。と言うの
も毎日の生活中で時折ワイズが
顔を出します。例えば、仕事中にふとワイズソングを口ずさ
んでいる自分にあっと驚きを感じ、仕事でパソコンをいじっ
ている時に何気にウエストクラブのホームページに飛んで
しまったりと言う具合です。利害関係を超越したウエストク
ラブのホンワカした雰囲気が妙に心地よく感じております。
さて今年は京都ＹＭＣＡが設立 100 周年を迎えられるこの
大切な記念すべき年にＹサ委員長を務める事はけっこう大
変なんちゃうの？って正直思いましたが、胡内会長のもとメ
ンバー全員が楽しい 100 周年行事に参加できるよう微力な
がら頑張りたいと思います。メンバー皆様のご協力お願いい
たします。
地域奉仕委員長 中村 豊
ワイズのメンバーでいると次々と
委員長や三役が、巡ってきて誠に
やり甲斐のある会ではあります。
しかしながら、ともすると例年の
恒例行事をこなすだけの 1 年とな
り、これを代々繰り返して満足し
ている癖がないとは言えないので
はないかと思うのです。Y サ、地
域奉仕、環境、ファンドなどの事
業では、この旧弊を乗り越えて毎

期、委員長は何か１〜２つ研究課題を設定して、これにアプ
ローチすることが必要ではないかと思うのです。そんなこと
から場合によっては、2 期続けて委員長を担当する位の気構
えがあっても良いのではないかとも思います。今期はこんな
事を基本のあり方にして、進めていけたらと考えています。
ファンド委員長 松本 忠正
ポテトに並ぶ、もう一つの柱に
なるファンド商品の開発に力
を入れたいと思います。6 月 6
日、京都部の次期ファンド委員
会でも他クラブの状況を色々
とお聞きしましたがこれと言
う商品は有りませんでした。当
クラブのミカンファンドにし
ても思うほど伸びません。チョ
ンロ ダウンタウンにも情報
を発信して韓国、台湾の特産品からの掘りおこしも考えてい
ます。
環境委員長 中瀬 康平
この一年、環境について真剣に
考えたい。まず、自分自身がこ
の世に生を受け存在すること
が環境に良いことなのか？か
ら考えてみたいと思います。あ
なたの答えは明白ですか？
雲無心以出岫 鳥倦飛而知 還
景翳翳以将入 撫孤松而盤桓

広報委員長 野田 泰伸
広報の範囲がマスメディア な
のか、ワイズメンズクラブなの
かがまだ自分でもはっきりわ
かっていません。とにかくウエ
ストクラブの情報をどんどん
発信したいと思います。
また、胡内会長は環境問題に強
い意識を持っておられますの
でホームページを通じて環境
＝ウエストということを各ク
ラブへアピールし 1 人でも多くの人が、環境問題に興味を持
っていただけたらと思います。

ドライバー委員長

山下 太郎
今年度ドライ バー委員長を拝
命しました山下です！メンバ
ー全員が集まる例会がワイズ
活動の基本だと思います。そこ
で今年度胡内会長が唱えられ
る「環境」を例会においても一
年間のテーマにしていきたい
と思います。全メンバーに環境
についての思いを発表してい
ただき日常の生活の中で常 に 環境を意識できるような例会
にしてまいります。またゲストが何時来ていただいてもウエ
ストの楽しさが伝わるような例会を開催します。ただし遅刻、
バッチなど厳しさも持ち合わせますのでそこのところ一年
間よろしくお願いいたします！

EMC 委員長 藤居 一彦
桂会長ご苦労様でした！そして
いよいよ胡内会長期がスタート
ですね！新会長から、EMC を
してくれ！という事ですが・・
そ〜ですねぇ、すごく魅力的な
人を呼んで、100 人を超える例
会もしてみたいですね！最近の
ウエストは元気が良くて、何か
今までと違うな！というのを感
じているのは私だけではないで
しょう！いい感じですね〜 〜 ！最近のニューメンバーの働
きを見ていますと、EMC 委員長なんか不必要な位の働きで
す。山下 Ys、安平 Ys お任せしましょか？ （笑）

交流IBC/DBC委員長 森田 恵三
１． 鍾路クラブ・台北ダウンタ
ウンとの協議をもって、トライ
アングルキャンプやワイズリン
グ交換などの交流プログラムの
見直しを検討したい。
２．東京ひがしクラブとの協議
をもって、東西共同の意義ある
奉仕プログラムの実施を検討し
たい。
３．年末のＧｒｅｅｔｉｎｇｕ
ＣａｒｄをＩＢＣ ・ＤＢＣに送
る。

ブリテン委員長 安平 知史
ブリテン構成などは、今までの
ブリテンを参考に、私なりに何
か特色が出せるように工夫して
作っていきたいと思っています。
皆様のご意見、ご要望あれば、
お願い致します。それからブリ
テンの記事の依頼を事前にお願
いし、早急に記事を回収し随時
編集を行い月初にある役員会例
会に発行が間に合うようにした
いと思います。しかし記事が集まらないと編集することも出
来ません。遅い方は闇金融並の執拗な催促メール＆FAX 攻撃
が届くかも？しれませんが皆様、一年間よろしくご協力お願
い致します。

メネット会長

野田

君子

胡内会長のもとで、この１年メ
ネット会長をさせていただきま
す。
私の出来ることは、影ながらワ
イズのお手伝いをすることと、
ワイズ活動の楽しさを、家族で
体感してもらうこと、そのため
にメネットさんに１人でも多く
参加していただき、なかなかお
もしろいやん、と思ってもらえ、
団欒の時にワイズの話がチョコっとでも、出たらいいなあと
思います。皆様のご協力をいただきながら、今期１年、山下
メネットと共に頑張りたいと思いますので、よろしくお願い
します。

大阪なかのしまクラブ訪問
6 月 11 日
桂 厚子

ごとに壇上に整列、司会者からクラブ紹介をされると前面に
設置されているスクリーンに会長とクラブバナ−が映し出
される仕組みで行われました。
ウエストクラブの紹介の時には桂 会長の何時もの素敵な笑
顔で両手を上げアピールしている姿がスクリーンに映し出
されていました。なかなかカッコ良かったと思います。そし
てバナ−セレモニーが終わり西日本区臼井理事による開会
宣言・開会点鐘そして約 1,000 人で歌うワイズソングこれは
迫力がありました。滋賀県 YMCA 祝部総主事による聖書朗
読･祈祷・メモリーアワー・賛美歌 3２4A 合唱・ホストクラ
ブ彦根シャトークラブ小川会長の挨拶・中島彦根市長、日本
YMCA 同盟井口総主事 、アジアエリア John L. Choa 会長、
東日本区小山理事からの祝辞・西日本区臼井理事による理事
挨拶･報告・西日本区高橋書記による年次代議員会報告が終
わり休憩をはさみ、パワーポイントが駆使されての部長報告、
事前に報告内容を録音され、それとパワーポイントと連動さ
す、変わりの代弁者を立てての報告と色々と工夫されていた
ように思います。そして奈良伝賞表彰式・各事業主任報告こ
こでもパワーポイントが駆使されていました。

ウエストと同じような規模で女性ばっかりのクラブと
聞き、河合,牧野ワイズと３人で訪問しました。全体に
上品でやわらかな感じの例会の雰囲気。引継例会とい
うことで大野西日本区理事がゲスト。アンズの穫り入
れからジャムにするまでのファンド活動、ミャンマー
での現地の女性達をサポートする活動など活発されて
いて女性パワーのきめ細やかさを感じました。最後に
大野理事から「京都にも女性のクラブを作ったら？」
３人は｢……｣でしたが、
（ウエストも女性メンバーをも
っと増やそう！）といい刺激を貰い、帰り道はみんな
大野理事にベンツでクラシックを聞きながら気分良く
送ってもらいました。ラッキー！

西日本区大会 報告
6 月 14 日〜15 日
ひこね市文化プラザ
立山 隆一

2003 年 6 月 14 日(土)･15 日(日)の両日、第 6 回西日本区大
会が『びわ湖,近江が育んだ,人･文化･自然−YMCA と供に』
をテーマに滋賀県彦根市のひこね市文化プラザで約 1,000 人
のワイズメン･メネットが集い開催されました。13:00 から第
一部大会式典が始まりオープニングでは地元、長浜曳き山祭
り：しゃぎり保存会の子供達によるお囃子の演奏で幕が開き
ました。その後バナ−セレモニーに移り各クラブ会長が各部

第一部の式典が終わり休憩後、第二部Ｙｓフォーラムに移り
｢あなたが主役！語ろう未来のワイズ｣をテーマに壇上に地
元の大人と子供が上がり 100 人に聞きました形式で和やか
な雰囲気の中で行われました。終了後場所を彦根プリンスホ
テルに移し第三部パーティーへ会場の広さの関係で 1 階と 2
階に分かれてのパーティーとなり多少の問題はありました
が美味しいお酒と食事そして他のワイズメンとの交流がで
き仲間と楽しい一時を過ごさせて頂きました。第三部パーテ
ィーが終わり宿泊先：エグジブに移動し夜遅くまでワイズ談
議、野田ワイズ今年も笑わせてくれました。有難うございま
した。翌日各自朝食を済ませ会場に移動し第四部 表彰,引継
ぎ式へ西日本区橋本書記の司会で事業表彰・理事特別表彰が
行われウエストクラブは最優秀ホームページ賞を受賞しま
した。聖日礼拝献金贈呈並びにスペシャルオリンピック感謝
状贈呈が終わり、そして司会が吉本直前理事に代わると共に
会場も厳粛な雰囲気に変りました。その中で理事引継ぎ式が
森田ワイズ立ち会いのもと無事、臼井理事から大野新理事へ
引き継がれました。そして大野新理事より新役員紹介・所信
表明がありその中で｢クラブを発展･増員さす為には 1 人 1 人
メンバーがどう自分のクラブを思い愛するかが大切である｣
との言葉が私は印象に残りました。皆さんは如何だったでし
ょうか？そして閉会式へと移りバナ−返還式ここでも桂会
長の笑顔は素敵でした。ホストクラブ彦根シャトークラブ川
瀬大会実行委員長からお礼の挨拶・ＹＭＣＡソング斉唱・臼
井西日本区理事による閉会点鐘で 2 日間による大会が無事に
終了しました。ウエストクラブの皆さんお疲れ様でした。彦
根シャトークラブの皆さん有難うございました。
感謝,感謝,感謝

次期胡内会長への引き継ぎ式、野田メネット会長への引き継
ぎ式、三役の引継ぎ式、表彰式が終わり、次は第２部です。
ビールの酔いも少し回ってきてゲストの方々も、ウエストの
メンバーも元気一杯です。ウエストの思い出のビデオを見な
がら、思いっきり笑ったり、懐かしんだり、のひと時です。
あっという間の一年間に感じられましたが、振り返ってみれ
ば、多くの行事があったのですね。
そしてゲーム大会は、メンバーが日頃のウエストのパワーを
思いっきり発揮し、益々の楽しいムードで進んでいきました。
さて、いよいよ例会もクライマックスです。桂会長へのこの
一年間の感謝のプレゼントは、桂 奈津コメットから会長へ
の心温まる手紙の朗読でした。素敵な親子愛に感動して、皆、
目がうるうるしてきたようです。そして記念品は旅行券です。

参加者

メン１８名

メネット３名

西日本最優秀ホームページ賞
TOF クラブ部門ベスト 3
FF 個人部門ベスト 5
FF クラブ部門ベスト 3

引継ぎ例会報告
6 月 21 日 キリンビアパーク
牧野 万里子
６月２１日（土）キリンビアパークに於いて、第５５５回記
念 、引継ぎ例会が開催されました。
今回は東京東クラブとの合同例会でもあります。東京東クラ
ブからは、金丸 満雄会長、高野 信治次期会長、飯田 俊
樹ワイズにご出席頂きました。その他ゲストとして、大阪な
かのしまクラブから國友副会長、桑原ワイズ、今井ワイズ、
の３名、山下ワイズ紹介の 桜井 大樹 様、そして今回は
ウエストクラブのＯＢ，ＯＧの方々１２名にもご参加いただ
きました。
定刻、桂会長の開会点鐘で第１部がスタートしました。 ゲ
ストの方々の紹介の後、厳粛なムードの中で島田 博司ワイ
ズの入会式がとり行われました。

もちろん、この一年間暖かく家族と、ウエストのメンバーを
見守っていただいた、桂 五郎氏への贈り物でもあります。
２次会は、森田ワイズのご自宅に約３０名 が集まり、とて
も楽しい家庭的なムードで盛り上がりました。
桂会長、この一年間本当にありがとうございました。
会長は引き継いでも、益々のパワーを発揮し続けてください
ね。
次期胡内会長、メンバーで力を合わせてウェストクラブを盛
り上げていきましょう。宜しくお願いします。

参加者 メン
２２名・メネット 6 名・コメット 2 名
ウェスト OB.OG 12 名 ・東京ひがしクラブ 3 名
大阪なかのしまクラブ 3 名

桂会長期
ウェスト表彰

ウェスト大賞

寺井ワイズ

YY キチ賞

中瀬ワイズ

Y キチキチ賞

中原ワイズ

Pro Action 賞

山下ワイズ
牧野ワイズ

1 年間を振り返って
桂 厚子
今 期は月１回の例会の充
実を目標に、オープン役員
会の後ボクササイズ，テニ
ス，お喋り会や、１泊テニ
ス合宿等をやってきまし
た。惜しいメンバーのやむ
を得ない退会に肩を落し
ましたが，又若い２０代３
０代のメンバーを迎え又
新しいクラブの展開が予
感され、入会間もないメン
バーの行事全て参加が皆
の気持ちを引っ張って来たと思います。《Pro。Ａction……
まず私から》参加する事が、喜び楽しみ実感し理解すること
であると改めて教えられました。今期から例会会場の変更、
３０分時間を延長、例会回数、会費の値下げ、等メンバーの
寛容な心に支えられ、常に新しい試みを受け入れてもらえる
と確信出来ました。若いメンバーがウエストのクラブ風を大
切に、元気な１年であったと思います。私にとりましては、
本当に貴重な１年を経験させて頂きました.。また引継例会で
は生涯忘れない感激を頂きました。予想もしていないところ
で,不意を食らって動転していましたが、泣かなくて良かった
です。メンバーの皆様この１年を本当に有難うございました。

ホームページ管理委員会より
お知らせ
安平知史
6 月 18 日水曜日、中瀬ワイズ宅で第一回ホームページ管理
委員会が開催されました。中瀬ワイズ 中原ワイズの強力な、
ご指導の下、次期ホームページ管理人の野田ワイズそして山
下ワイズ 牧野ワイズ 河合ワイズ 野々口ワイズ そし
て私と、飛び入り参加の洛中の大野ワイズの参加で進められ
ました。その時に京都ウェストワイズメンズクラブのドメイ
ン収得、レンタルサーバーの申し込みを行い 7 月本格運営に
向けての下準備のスタートです。ドメイン名は
kyoto-west.com を収得、新アドレスは 7 月より（日は未定）
http://www.kyoto-west.com に変更になります。メールア
ドレスも○○○@kyoto-west.com といった具合に、わかり
やすいアドレスがウェストメンバーはもちろん、メネット
コメットも、といった具合に全員に与えられます。今回選ん
だレンタルサーバーのリンククラブホスティングサービス
はホームページの容量も従来のものとは違い大容量、しかも
多機能でいろいろな可能性を秘めています。
中瀬ワイズが構想されている、メンバー全員がページを持ち、

手のかかった内容の濃い巨大リンクホームページ作りを進
めていく予定です。
中瀬ワイズ 中原ワイ ズの強力なサポート＆職人芸ともい
える素早いアップのおかげで西日本区大会で最優秀ホーム
ページ賞に輝いたウェストのホームページ！スタッフも増
え、ますます進化し、内容も充実していくことでしょう。こ
れからの京都ウェストワイズメンズクラブホームページの
成長に期待して下さい。
皆様

ご意見

ご提案あれば、どしどしとお願い致します。

新入会員紹介（6 月 21 日入会）
ブリテン委員会
島田 博司
（プロフィール）
生年月日

昭和４０年６月４日
現在３８歳 O 型

職業

（株）島田建設

専務取締役

趣味

アウトドア、サッカー観戦
モットー
｢まずは行動！｣
6 月 21 日に入会いたしました
島田です。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
私の生まれたのも 6 月、結婚しましたのも 6 月、前の会社か
ら今の会社に移ったのも 6 月、ワイズに入会させていただい
たのも 6 月です。6 月という月は、私にとって何かを始める
のに絶好の月なのでしょうか？さて先日の入会式での皆さ
んの前での挨拶といい、今回のこのブリテンでの出筆といい、
私にとって苦手であることがたてつずけに起こっておりま
す。しかしʻ強い義務感をもとうʼの精神だ！がんばろうと
思い筆を走らせております。これからいろいろな方との出会
いがあり、行事があり、大会等に参加していくわけなのです
が、自分にはどんなことが出来るのか？どれだけのことが出
来るのか？まだまだ頭の中でいろいろな思いが駆け巡って
いる状態です。皆さんと共に助け合い、協力させていただき
たいと思っております。ここに決意表明いたします。

推薦人

安平ワイズからの一言

期待のホープ島田ワイズは何事にも前向き、真面目に
取り組んで行く方です。しかし何かと熱〜いヤンチャ
坊主、今後の活躍に期待して下さい

お知らせ
ブリテン委員会
６月２９日（日）に開催されました、リトリートセンター開
設ワークですが、ブリテン発行の印刷期限の関係で、記事は
８月号に掲載されることになりました。皆様、よろしくご理
解の程お願い致します。

