
 
4日（木）今出川 Y地下大教室で開かれた。役員会とはいえ
例会であることから開会時刻に間に合う様にメンバーは、集

合したいものです。そんな事から毎回報告事項から始まりま

す。クラブ会則等改正 PTの進歩状況と今後の協議の指針の
件、地域奉仕事業の年賀切手と TOF,FF募金の件、三役主導
の他クラブ訪問の件、などが各係りから紹介、報告された。

協議事項では、今月の例会内容について環境を絡めた部長公

式訪問とすることでドライバー、環境、三役に一任する事と

なった。続く議案では 3 件の資金支援や補助の案件が協議、
了承され、さらに次々期と次期の人事に関する総会を開催す

る旨の案件が承認された。こうして毎月、諸行事について役

員会が持たれている訳ですが、各行事に新機軸を打ち出す為

の協議がなされず、前年通り、あるいは前回通りにこなして

いく為の打合せになっている事に不甲斐なさを感じなくも

ありません。これを改めるにはやはりメンバー増強が不可欠

なのでしょう。メンバーが豊富であれば、各委員会では充分

な協議、企画、立案がなされ我々の夢や理想が次々と実現出

来ると思うのですが。これは甘いかな～。 
参加メンバー 7名 
 

 
３月３日宝ヶ池プリンスホ

テルでの例会に笹山ワイズ、

岩本ワイズと共に参加しま

した。女性が少ない印象を持

ちましたがバリバリの年齢

の方が（分かりませよねこの

表現？）多く活気ある例会で

した！またこの日のゲスト

が船井総研の方でこれまた

バリバリのビジネスライク

な講演があると思えば、食前

の一言では聖書の朗読とウエストではちょっと味わえない

雰囲気があり面白かったです。委員会報告もすべての委員会

がきちっと報告されており見習うべきところも多いと感じ

ました。人数もウエストより多くやはり活気のある委員会や

クラブにするためにはメンバーの数をもっと増やす必要が

あるな～と痛感いたしました。それもそのはず新しいクラブ

を作り出すべく日夜励んでおられるとのこと、ウエストクラ

ブもまた一クラブ作り出しましょうぞ！！ 

役員会例会報告 
３月４日（木）今出川 YMCA 
地域奉仕委員長 中村 豊 人を入れにゃ～～～いかんぜよ！！！と、突然坂本竜馬にな

ったところで報告といたします。非常に有意義な体験でした。 
 

メネットコーナー 
環境を意識するって、美容にもいいかも？ 

胡内 佳志子メネット 
 
目じりのシワがどんどん進行

する中、追い討ちをかけるかの

ように眉間のシワまでもが定

着しだしたのが、ちょうど一年

前くらいです。ある日、娘を車

に乗せていた時「お母さんって、

運転中なんかずーっと怒って

るな」って言われ、ふと気が付

けば眉間にシワを寄せている

のです。どうもこれが原因？車

で毎日、仕事場まで通っている

のですが、常に渋滞する久世橋・１７１号線のコースなので、

たぶん知らず知らずの内にイライラ運転の常習犯になって

いたのかも知れません。そんな中、今期の初めに環境委員会

から“エコドライブのすすめ⑩”が手渡され≪地球のため

に・私達のために・私達の子供のため、上手な運転をするこ

とに心がけましょう≫と指導を受けたのでした。私にとって

の上手な運転とは、カッコよくスピードを出し、車間距離も

あまり空けず…といった具合に＜女だからってなめられて

たまるか＞もプラスされた、勘違いも甚だしいものでした。

それ以来、自分に恥じる思いで何回も“エコドライブのすす

め⑩”に目を通している内に、ふと気が付けば「経済走行を

して下さいよ～急加速は燃料の無駄ですよ～適切な車間距

離は空けて下さいよ～」って、島田環境副委員長の声が聞こ

えてくるのです。そのお陰か最近では、モタモタしている車

が前を走っていても「経済走行したはんにゃな～」って思え

るような見守る運転が、そして譲り合える運転が出来る様に

なった気がします。そして自分自身もできるだけエコドライ

ブが…。優しい心が環境を良くするのは当然とも思いますが、

反対に環境を意識する事により、優しい心になれるって事も

あるんだな～って…。最近、眉間のシワも無くなりましたよ

～！！これホント プリンスクラブ例会に参加して 
3月 3日（水） 宝ヶ池プリンスホテル 
ドライバー委員長 山下 太郎 

 

EMC・環境・部長公式訪問 例会報告 
3月 25日（木）ガーデンパレス 

書記 中原 一晃 
 
EMC・環境年間表彰・入会式
に京都部最後の部長公式訪

問と盛りだくさんの例会。一

年を振り返りながらの仁科

部長の挨拶。穏塚 EMC主査
の沸き出でる水のようなサ

ラサラと話される現状報告

とパレスクラブ員としての

熱い西日本区大会のアピー

ル。愚者は自分の経験から物

事を判断し賢者は歴史を学

んでそこから物事を判断する。最近子供に何か聞かれ、お父



さんならと経験から判断してしまうとうまい話の河本交流

主査。クラブによりメネットのかかわり方がずいぶん違うと

より多くのメネットの参加をメンに呼びかけられた大槻メ

ネット主査。どなたもさすがに数々のクラブを回られただけ

あって話が上手です。続いて環境委員会から年間表彰。クリ

ーン賞は牧野ワイズで最も CO2 を出していないメンバー！
ちょっと変なことない？でも確かです。私も委員会特別賞と

副賞のスルット関西￥1000 分を頂き恐縮です。委員長不在
の中一番環境に携わったのは島田ワイズでしょ？彼こそが

ほんとの受賞者と思います。最後に会場はライトダウンしロ

ウソクに点灯。仁科部長以下京都部御一行様に立ち会って頂

いての大西（BIG WEST）さんの入会式。穏塚主査からの
ランチョンバッチ着装もスムーズに、久しぶりに厳粛な入会

式ができ、仁科部長からも、「最近のクラブでもこういった

きっちりした入会式のできるクラブは少ない」とお褒めのお

言葉。EMC 委員長になり代わりの代役司会でしたが、緊張
できてよかったです。本日の例会には先週末の訪台に同行し

た長男と出席しましたが、帰りの車内で「いつも、あんなに

厳粛なん？みんな、すごい！」彼にはそう写ったのでしょう。

それならバッチリ正解です。メリハリは難しいですが、これ

がないとやっぱりダメとわかりやすい例会でした。 
参加メンバー19名  
ゲスト 5名 メネット３名 コメット 2名 合計 29名 

 

 
３月 19 日（金）、お昼過ぎ台北の空港に到着すると、「歓迎
日本京都西社」の赤い横断幕の文字が目に飛び込んで来まし

た。ウエストとＩＢＣ締結をしている台北ダウンタウンクラ

ブのメンバー・メネットと、先に台湾入りされていた森田ワ

イズが笑顔で出迎えて下さったのです。私達訪台メンバー一

行は、握手、握手…の熱烈な歓迎を受け、中でも女性陣３名

は、メネットさんから立派な花束を頂戴し感激ひとしおでし

た。数台の自家用車に分乗して空港からホテルへ、その後、

台北市内の観光となりました。 
初めて見る台北の街で、暴走する２人乗り当たり前の原付ミ

ニバイク集団に圧倒されながら、まずは「中正紀念堂」へ。

正門をくぐると大きな広場で、何やらイベントの準備がなさ

れています。聞けば今夜、明日の総統選挙投票日に向けて候

補者の大規模集会がここであるとかで、私達も参観の予定が

組まれているとのこと。歴史的な凄い瞬間に台湾に来たんだ

なーと思いつつ、紀念堂の内部へ。蒋介石を記念する建物で、

パネルや遺品が展示されており、中でも圧巻は衛兵の交替

式！まるで人形かと思ったくらい、１時間蒋介石像の左右で

直立不動状態だった衛兵が、規律正しいきびきびとした一連

の動作と共に交替するのです。超カッコイイ！次に訪れた

「龍山寺」では、素晴らしい装飾の建物や、長い線香の匂い

に驚き、老若男女が様々な神仏に真剣に祈る姿が印象的でし

た。夜は、レストランにて会食。選挙イベント見学は一方の

候補者の銃撃という思わぬアクシデントにより中止となっ

たため、食事をゆっくり楽しむこととなりました。巨大なフ

カヒレスープ、あわび、伊勢エビ…、と堪能させて頂き、台

北のクラブの人々と名刺交換を行い、片言英語と身振り手振

りで会話しながら、ご当地のお酒の飲み方など教えてもらい

つつ、楽しく交流させて頂きました。その後、カラオケにて

大騒ぎ…。私はお酒と疲れで意識朦朧状態でしたが、台湾の

メンバーの元気なこと、明るいこと！両国のヒット曲などを

交互に歌いながら大いに盛り上がり、記念撮影などして、台

湾での一日目はお開きとなったのでした。貴重な体験をさせ

て頂き、心のこもった歓迎をして下さった台北の皆様と、熱

心に訪台をお誘い下さった森田ワイズに感謝したいと思い

ます。台湾は初めてだったのですが、蛇足で感じたことを

少々。①『漢字の文化ってスゴイ』…台湾の人々は、中国語

だけでなく、英語、日本語も話される方がいらっしゃいます

が、それでも話が通じない時、紙に漢字で書けば意思疎通が

できたことがしばしばありました。看板の文字の意味も大体

判る気がします。例外もあるでしょうが、「表音」ではなく

「表意」文字である漢字を媒体にして、異なる国の人間同士

であっても、その文字の意味する背景を即座にイメージし共

有することができるということは素晴らしい文化であると

思いました。②『政治への関心の高さにビックリ』…海外留

学されている方がわざわざ投票のため帰国されており、子供

もテレビの開票速報を食い入るように真剣に見ていた姿が

印象的でした。 

台湾 IBC訪問報告（1日目） 
3月 19日 

書記 河合 久美子 

 

台湾 IBC訪問報告（2日目） 
3月 20日 

ドライバー委員 牧野万理子 
 
今日は台北の２日目です。昨夜はカラオケで遅くまで盛り上

がっていたにもかかわらず、メンバーたちは元気な顔でロビ

ーに集まりました。台北という所は、何故か私たちにパワー

を与えてくれるようです。ロビーには、また昨日とは違った

メンバーたちが豪華な車で出迎えに来てくださってます。 
ホテルを出発して、一行は圓山大飯店へと向かいました。 
このホテルは蒋介石が晩年、居を構えていたという歴史ある

ホテルで、今でも各国の要人達を招待する場として使用され

ております。朱塗りの円柱に囲まれたロビーは、彫刻の施さ

れた高い天井に床は朱色の絨緞が敷かれ、まるで中国の宮廷



に迷い込んだような雰囲気でした。写真撮影を終え、メンバ

ーの一行は淡水方面へ向かいました。歓迎会を開いてくださ

る会場のレストランに到着すると、また多くの台北クラブの

方々のお出迎えです。 笑顔で握手を交わした後、いよいよ

歓迎会が始まりました。 
厳粛なムードの中、まず、台北クラブの孫智耕会長の日本語

を交えた挨拶、中瀬ワイズと森田メネットへの励ましのお言

葉をいただき、桂直前会長が胡内会長からの挨拶の手紙を読

まれた後、記念品の交換が行われました。式典の後は、また

豪華な食事会です。途中で大きなケーキが運ばれてきました。

何と森田ワイズへのバースデーケーキです。 皆で森田ワイ

ズのバースデーをお祝いし、本当に心温まる歓迎会でした。 
さて、一行は合同ワークの海岸へと向かいます。海岸へ到着

すると、何と雨と風！一体どうなってるの？でも、台北クラ

ブの方たち用意してくださったカッパや軍手のおかげで雨

にも風にも負けずワークに励むことができました。海岸もき

れいになり、次は魚人碼頭へと向かいました。 この場所は

サンフランシスコのフィッシャーマンズワーフのような場

所で、台湾の若者のカップルや家族連れでにぎわっておりま

した。海岸の景色を満喫した後、楊景松ワイズの別荘を訪問、

超豪華マンションの最上階で、まるでハリウッド映画の世界

そのものです。リビングでは台北のメンバー達が選挙結果を

見る為にテレビに釘づけです。台湾では総統の選挙が国民投

票で行われ、何と投票率は８０％を越えています。台湾人の

方たちは非常に政治に関心が高く、一人一人が自国の未来を

真剣に考えている様子がうかがわれます。豪華な夕食を頂い

た後は、今日の最後のイベント、北投温泉ツアーです。 
台湾人も日本人と同じく温泉が好きなようで、数多くの温泉

施設が立ち並んでいます。明るいメネットたちはお風呂の中

でも良く笑い、本当に楽しい温泉ツアーでした。世も更けて

きて、いよいよホテルへ帰る時間です。こうして、明るく優

しい台北のメンバー達に囲まれての楽しい一日が終わりま

した。言葉ではうまく表現できないのですが、今回の訪問で

のメンバーたちとの交流を通じて、“どこかに置き忘れてい

た大切な物”が見つかったような気がします。 
台北ダウンタウンクラブの方々、本当にありがとうございま

した。ワイズメンズクラブのメンバーであることが、本当に

 

素晴らしいと、改めて実感しております。 

 
日目！2004年 3月 20日は、いよいよ帰国の日。といって

向かう。空港では

メンバー皆が日本に来ていただい

 
平成 16年 3月 25日入会 
 

名   大西光子さん 

 

台湾 IBC訪問報告（３日目） 

Ｙサ委  

3
も 2晩泊まっただけなんだけど、みっちり中身の詰まったア
ツーイおもてなしを受け、心身ともに重量感いっぱい！この

前の時とは違うグルメの旅だったのだ～1食ぐらいは抜くと
丁度いいんだけど、と思いつつみっちり朝ゴハンおかゆなど

を食べ、又、メンバーの車に分乗し、１０１ビルの見学。世

界一の高さ５００ｍの威容を誇るビジネスビルだ。見上げる

と雲がゆく、、、、まだ建設中で見上げただけでスゴイ！その

隣が市庁舎でメンバーの○○ワイズが、コンペで勝った作品

だそうだが、それが 15 年かかって完成したとか、じゃあそ
れって 15 年前の作品なんですか？、、、、、、いやいやスゴイ。
そしてまた台湾飲小ろん包を食べに向かう。ナント日本の若

い女性も地元の人達も並んでいる美味しいトコ。京都の高島

屋 3階にも支店があるそうな、知らんかった。鉄砲の如く皿
がどんどんテーブルに飛んでくる。一人 1個づつ平らげない
とあかん、口の中にいれるとジュウスイーあつあつ横でメネ

ット達が熱いからと気を使ってもらう。 
お茶もソコソコに急いで飛び出して空港に

ごった返している旅行客をかき分け搭乗手続きを、沈ワイズ

達がやってくれはって、とにもかくにも早くお別れをしない

と申し訳ない気がして、お別れの挨拶も切がなくそそくさと

ゲートをくぐりホット一息。それと言うのも最後までみっち

り誰かが付き添ってくれて、ダウンタウンのメンバーも本当

にお疲れだったと思う。 
熱い熱いおもてなし、参加

た時こんな風に全員で、同じことが出来るだろうか、、、、、、 
と感謝と共に、考えてしまいました。IBC委員長のおかげで
思わぬ交流と、観光旅行ではとっても味わえない良い思いと、

世界のニュースの真っ只中の台湾に、わずが 3日とはいえ濃
い旅をさせていただきました。ありがとうございました。 
そして早速ながらダウンタウン 30 周年と、チョンロとウエ
スト 25 周年で又、訪問とか、チョット一服して、又、みん
なで行きましょうね！！ 
 

 

 
氏

 
血液型    A型   
 
趣味   お菓子作り 
 
京都山科区在住 

 

 

3月 21日 
員 桂 厚子

ニューメンバー紹介 



 
 
西光子さんこと、大西さんは自分の事を『ビッグウエスト』

言いましたが、私もビッグな人と思っています。子育て時

 

ストでよくいく松尾大社の近くのお店で今回私は初めて

 
最優秀クリーン賞     

大

と

代の仲間の一人です。見かけも声も考え方も私から見るとな

んて大きいと思っています。元国家公務員で 1年前に退職し
優雅な生活を楽しんでおられます。ケーキを焼いたり着物を

洋服に仕立てたり一歩先の第二の人生を歩んでられて見本

にしたいと思っています。 

4 月 2 日金曜日にあみ船小島にてニューメンバー大西光子
Y’s の歓迎会＆ついでにお花見が開催されました。場所はウ
エ

いきました。川の河川敷の桜並木に隣接したとっても古い？

というかレトロ？というか味のあるお店でした。リラックス

できるお部屋で美味しいすき焼き、冷たい瓶ビールに野田ワ

イズご持参の日本酒、八海山（これがまた旨い！）といった

ご馳走を前に少々フライイングもございましたが開催！ 

お酒も入り待望のニューメンバー大西光子Y’Sを迎え喜びも
全開！大いに盛り上がりました。新しいメンバーが増えるこ

とは本当に嬉しいですね。この調子でどんどんメンバー増員

していきたいものです。大西ワイズもやる気満々！のご挨拶

をいただき、皆、今後の大西ワイズの活躍に期待一杯です。

それと山下ワイズ、ゲストの大野さんも参加！若いのに軽快

なフットワークの好青年でした。是非とも入会して頂きたい

ですね、というか多分入会してくれると私は信じています。

そうですよね！大野さん！そんなこんなでメンバー候補も

また、増え非常に活気ついているウエストクラブでした。大

西 Y’Sのご活躍期待しております。どうかウエストクラブを
愛して頂けるように宜しく御願い致します。しかし…いつも

ゲストを探すプロの山下ワイズ！来期は書記ですが、今後も

影の EMC委員長として活躍期待しております。 

森田ワイズ 牧野ワイズ

 
 
優秀クリーン賞      河合ワイズ 

ニューメンバー大西光子 Y’ｓ推薦者より一言 
 Ｙサ委員 桂 厚子

環境委員会特別賞 中原ワイズ 

大西光子ワ

CO2TAX 表彰結果 
 

環境委員 島田博司 

イズ歓迎会 
4月 2  日（金）あみ船 小島

ブリテン委員長 安平知史 


