
 
僕たちは 12月 19日（金）に京都の駅ビルのクリスマスキャ
ロルナイトというパーティーに招待してもらいました。しか

も、YMCA が 100 を祝うパーティーということを知らなか
ったです。いろいろな方々の歌やハンドベル、ピアノの演奏

で、もりあがりのあったパーティーでした。最後はみんなで

歌を歌ってこのパーティーは終わりました。ワイズさんと写

真もとったりしました。その時僕は、12 月生まれでよかっ
たなあと思いました。また 110周年も招待してほしいなあと
思いました。最後の最後はワイズさんにごはんもおごっても

らい、とてもにぎやかでした。その日はすごい楽しい 1日と
なり、今月最大の思い出のひとつです。本当にありがとうご

ざいました。 
※感想文の原本はホームページWEBブリテンで紹介してい
ます。http://www.kyoto-west.com 
 

 
1月８日（木）今出川ＹＭＣＡにおいて、１月度役員会例会
が開催されました。14 名が出席、数多くのテーマに対して
活発な意見が交換されました。まず、前月行われた各種行

事・委員会活動の報告が各担当者よりなされ、特に、交流委

員会からはＤＢＣ行事日程が５月８～９日に決定したとの

発表がなされました。続いて、３クラブ合同新年例会の余興

の内容や人選、2月ＴＯＦ例会のゲストスピーカーの件につ
いて協議がなされました。議案では、①京都部チャリティゴ

ルフ大会ホストＰＴ設置の件、②次期に限り副会長・会計を

各１名にする件、③クラブ内規等見直しＰＴ開催の件、④西

日本区役員研修会登録費補助の件につき、全会一致で承認が

なされました。特に②議案では、立山次期会長より、現在の

限られたメンバー数の中での委員会活動をよりよく行うた

めに…、という趣旨が説明され、次期への想いが熱く伝わっ

てくるものであり、積極的な討議が行われました。また、最

後に入会候補者についてのお話が桂ワイズよりなされ、近く

私達の仲間が増えるかも知れないとのお話に、ウエストの未

来に明るい光を感じることができたのは私一人ではなかっ

たことでしょう。司会は書記であります私、河合が担当させ

て頂きましたが、皆様のご協力によりスムーズに議事が進行

できましたことを感謝いたします。出席者 計 14名 
 

 
1月 10日(土)にホテルセントノームでみやび・洛中・ウエス
トによる 3クラブ合同新年例会が開催されました。目玉的行
事となったのが先の衆議院議員選挙で当選されたばかりの

泉健太ワイズのみやびクラブへの入会式でした。泉ワイズは

なんと 29 歳！この若さで国政に携わる意気込みと能力に脱
帽です。ワイズやＹＭＣＡには学生のころから関わりがあっ

たそうです。個人的にも自分より若いワイズメンが増えて喜

んでおります。厳粛なムードもここまで、後はクラブ対抗卓

球テレビゲームや「本物は誰だクイズ」、最後はビンゴ大会

で盛り上がりました。「本物は誰だクイズ」では森田ワイズ

をはじめ、笹山ワイズ、立山ワイズ、牧野ワイズの活躍！？

により見事優勝でした。ビンゴ大会でもウエストメンバーの

商品獲得率ＮＯ.１でした！例会は和やかな、そしてにぎやか
な内に閉会しました。新年会にふさわしい活気ある例会であ

ったのではないでしょうか。 

12月１9日 
クリスマスキャロルナイトに行って 

平安徳義会 田村 勇三 

参加人数はウエスト２０名、３クラブ合計約 60名でした。 

役員会例会報告 
1月８日（木）今出川 YMCA 

書記 河合 久美子 

 
 

例会報告 
1月 22日（木）ガーデンパレス 
ドライバー委員 牧野 万理子 

 
本年度ウエストクラブでの初の例会です。今日の京都は、記

録的な寒波に見舞われ外の気温もマイナスです。メンバー達

と握手を交わすごとに、手の冷たさから、外の寒さを実感し

ます。 もしかして、この寒さも異常気象？手は冷たくても

メンバーの心は温かく、いつものように笑い声がたえません。

何と、笑い声のメンバーの中に、加藤ワイズと、メネットが

おられるではありませんか。加藤ワイズのお元気なお顔を拝

見し、メンバー達は皆、感激です。定刻、胡内会長の開会点

鐘により、例会が始まりました。臨時総会での、次期三役の

発表、各委員会の連絡事項等が終わり、メンバースピーチで

す。市橋ワイズ、立山ワイズ、藤居ワイズ、笹山ワイズ、河

合ワイズ、そして私、6人のメンバーが、クラブの事や仕事
の事等についての思いを熱く語りました。 加藤ワイズより、

ありがたいお言葉をいただいた後、ハッピーアニバーサリー

では、中原メネットにきれいな和服姿を披露していただきま

した。中原ワイズも、メネットの姿に見とれておられるよう

でした。今回の例会では、メンバースピーチを、通じて今ま

3クラブ合同新年例会 
1月１０日（土）セントノームホテル 
ファンド委員 市橋 清太郎 



で知らなかったワイズの歴史や、メンバーの素顔に触れる事

ができ、より一層ワイズに親しむ事ができました。加藤ワイ

ズ、加藤メネット、寒いなかご出席いただき、本当にありが

とうございました。来月の TOF 例会、是非ご出席ください
ね。お待ちしております。そして、中瀬ワイズも早く例会に

出席いただく事を、首を長くして待っております。 
 
参加メンバー メン 13名 メネット 2名 コメット 1名 
       ゲスト 3名        合計 19名 

 

 
胡内会長期がスタートしましてはや 7ヶ月がたちました。私
も環境委員としまして何もわからないままにスタートし、皆

さんの御協力でなんとかここまで集計するだけですが、進ん

できました CO2TAX ですが、ここでここまでの集計をお知
らせしたいと思います。この集計はウエストのホームページ

に掲載されておりますが、今一度環境問題について個々の認

識を高めていただきたいと思います。ぜひともこの半期より

も CO2 排出量を減らしていただき、ウエストから環境に対
する意識改革を進めていきましょう。 
メンバー H15.7~12 

(6ヶ月集計) 
メンバー H15.7~12 

(6ヶ月集計) 
市橋清太郎 61,492本 岩本 敬子 111,295本 

桂 厚子 103,437本 河合久美子 11,911本 

胡内 順一 107,864本 笹山 信秦 75,467本 

塩見 詠司 0本 島田 博司 136,389本 

高野 忠男 38,441本 立山 隆一 698,424本 

寺井 幸生 173,306本 中瀬 康平 50,959本 

中原 一晃 121,223本 中村 豊 21,505本 

野田 泰伸 188,645本 野々口佳孝 78,005本 

藤居 一彦 33,751本 牧野万理子 0本 

松本 忠正 48,637本 森田 恵三 14,153本 

山下 太郎 15,938本 安平 知史 127,093本 

※ 補足 CO2排出量の算定方法   
給油量（ℓ）＝走行距離（ｋｍ）÷燃費（ｋｍ/ℓ） 
排出量（㎏）＝給油量（ℓ）×係数 2.3（ガソリン車）又は
2.6（ディーゼル車） ガソリン 1ℓあたりに出る CO2排出量
約 2.3ｋｇ※軽油 1ℓあたりに出る CO2排出量約 2.6ｋｇ 
排出量を 2ℓペットボトルにおきかえる算定式 

２月 Ｓｃｈｅｄｕｌｅ 
2月2日 （月） 三役会 19:00～ 今出川 

YMCA 

2月5日 （木） 第一例会 

(役員会例会) 

19:00～ 

21:00 

今出川 

YMCA 

2月26日 （木） 第二例会 

TOF 

19:00～ 

21:00 

今出川 

YMCA 

３月   予  定  抄 

3月1日 (月) 三役会 
19:00～ 今出川

YMCA 

3月4日  (木) 第一例会 

(役員会例会) 

19:00～ 

21:00 

今出川 

YMCA 

3月25日 (木) 第二例会 

  

19:00～ 

21:00 

ガーデン

パレス 

CO２ TAX報告 
環境委員 島田博司 

２月  Happy Birthday 

 メン  メネット 

７日   桂 厚子 ４日 桂 五郎 

18日 胡内 順一 24日  野々口 洋子 

２月   Happy Anniversary 

 3日  笹山 信秦 

澄江 

18日 安平 知史

春美

２月  他クラブ例会案内 

第一例会 第二例会  

日程 場所 日程 場所 

パレス 25日 ブライトン   

洛中 12日 全日空 26日  

みやび 4日 セントノーム 18日 三条YMCA 

 

1月 役 員 会 報 告 

議案 京都部チャリティゴルフ大会ホストPT設置

承認

議案２ 次期に限り副会長・会計を各１名にする  

承認

議案３ クラブ内規等見直しPT開催の件   承認 

議案４西日本区役員研修会登録費補助の件  承認 

 


