1 月役員会例会・総会報告

ＷＲＭ合同新年例会報告

1 月 13 日（木） 今出川ＹＭＣＡ
書記 中村 豊

１月 15 日（土） 京都ガーデンパレスホテル
Ｙサ委員 高野 忠男

いつも通りに報告事項から始まり、協議事項では行事の紹
介、打ち合わせなど各委員長から発表されます。毎月、次々
と行事日程がありこれがワイズの面白さでしょうか。中でも
我々ウエストとして自慢できるのは「環境」への取り組みと
スペシャルオリンピックス（ＳＯ）へのコメットの参加とな
りましょうか。振り返れば「環境」へのウエストの方向性は、
亡き康平ワイズが提唱してくれたものでした。
その「環境」では次の段階として、エネルギーの消費とゴ
ミの排出量から各家庭でのＣＯ２を計ろうという試みが始
まります。委員長の音頭取りで我家の数値を数えてもらう良
い機会としたいものです。ＳＯではメネット会からも応援を
頂きウエストは本当に仲の良いグループであることが明ら
かです。
議案では例会のゲスト会費や補助金の支給額が原案通り
承認されます。かつてはこの辺りでも様々に議論があった憶
えがあるのですが、はたしてシャンシャンでいいのかな。
更に今月は次期がらみの総会も持たれ、まず今期の会計中
間報告では１２月のクリスマス例会の収支が赤字決算であ
ったのが気になる所でした。次に本日注目の「次期三役」の
発表となり、次期会長の堂々の紹介。その若手内閣の陣容に
自分も古狸メンバーの一介になったのかと思わずため息が
出ます。続いて次々期会長の選出となり、これも何ら滞りな
く「予定通り」に事が進みます。
書記の仕事はポカがあってはならない筈なのに、肝心の
次々期の会長選出について議案に挙げておらず、立山内閣の
一大失態と肝に銘じていた所、もう一件新入メンバーのオリ
エンテーションについて本人と担当係りの打ち合わせが出
来ておらず、これ叉不手際が続いた、誠に三役赤面の役員会、
総会でした。遅ればせ乍ら、ここにお詫び申し上げます。

1 月 15 日（土）三クラブ合同新年例会は、京都ウエスト
クラブの例会場、京都ガーデンパレスにて開催された。参加
クラブと人数は、京都洛中クラブ・山本会長以下 10 名、京
都みやびクラブ・岡崎会長以下 12 名、京都ウエストクラブ・
立山会長以下 27 名、ゲスト２名を合わせて 51 名が新年例会
に集った。
第一部６：００点鐘、司会岩本Ｙｓ、立山会長挨拶に続い
て入会式が厳粛に始まる。桂Ｙｓ紹介の星野淑子氏、山下Ｙ
ｓ紹介の塚本勝己氏両名は、立山会長と握手の礼を持って、
晴れて国際Ｙｓメンズの会員となった。

出席者：メン２１名
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京都部ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ大会ｹﾞｽﾄ会費 2,000
円クラブ負担とする。
３クラブ合同例会登録費
ｹﾞｽﾄ 8,000 円・ﾒﾈｯﾄ 5,000 円・ｺﾒｯ
ﾄ 3,000 円とする。
東西交流会参加メンバーにクラブ
で旅費補助する（５名）40,000 円。
西日本区役員研修会の登録費をク
ラブで補助する 15,000 円。
塚本氏入会の件
３クラブ合同新年例会にて行う。
故中瀬ワイズの年会費取扱いにつ
いて、半期分返金する。
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総会報告

次期三役承認の件
副会長 河合久美子
書 記 安平知史・松本忠正
会 計 牧野万里子
会計中間報告

承認

次期京都部環境特別委員長に立山
ワイズを推薦する件
次々期会長承認の件
河合久美子ワイズ
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第二部、司会山下Ｙｓ、ガラっと変わった新春会の始まり
である。まず服装、正月らしい着物姿、ハッピや作務衣に着
替える人、柔道着があれば、もんぺに割烹着のおばはんあり、
はては神主まで登場、いやはや可笑しげな（失礼）、しかし
愉快なパーティーが始まった。食前感謝の中田主事も今夜は
楽しげ、三クラブ会長の鏡開き、枡酒で乾杯、音頭は山本会
長、酒が入って小生もうきうき乗って来た。福笑いゲームが
進んだ頃に笹山氏と私に二人羽織に出るように言って来た。
「二人羽織」早い話、後ろの者が前の人の顔を化粧するゲー
ムである。私は笹山Ｙｓの顔を口紅で真っ赤にしたので、顔
中血だらけの化け物が出来上がった。クラブ対抗かくし芸大
会が始まり、ウエストクラブが大喜利、舞台に矢がすり着物
の美人軍団が登壇、どこかで聞いた音楽にのって、アー「松
ケンサンバ」とそこへ金キラの着物の松ケンこと島田Ｙｓが
スモウの安平Ｙｓを連れて舞台で踊る、歌う、踊る、いや派
手なこと、全員が笑いと手拍子、美人軍団ウエストメネット

と松ケンのサンバで会場全員が乗りにのった新年おお笑い
例会、これにて終宴。閉会点鐘、岡崎会長。

（竹田契一先生は、大阪教育大学名誉教授、大阪医科大学
客員教授、日本ＬＤ学会常任理事、LD 教育士資格認定
協会会長）

1 月新入会員紹介！！
星野

淑子（ほしのよしこ）

勤務先：星のクリニック
経理
業 種：医院
住 所：〒617-0835
京都府長岡京市城の里
２６の２
ＴＥＬ＆ＦＡＸ：
（075）955−5176
参加者：メン 23 名・ﾒﾈｯﾄ４名・ｹﾞｽﾄ２名

スマトラ島沖地震・津波被害に対する
緊急支援街頭募金に参加して
１月 22 日（土） 三条河原町
Ｙサ委員長 岩本 敬子
京都 YMCA の呼びかけによる津波被害の緊急支援金の街
頭募金が 1／16 と 1／22 と 2 回行われました。私は、22 日
に参加しましたが、この日はウエストメンバーは三条河原町
にて、寒さにも負けず、「ご協力お願いします！」と呼びか
けてきました。特に、立山コメットの一生懸命声を出してい
たのは、印象的でした。よく頑張ってたね。君の声が、私も
がんばんなきゃと思わせてくれました。
16 日参加数 60 名・22 日参加数 108 名、募金計￥459，761
円だったことを報告いたします。
16 日 野田ﾜｲｽﾞ 1 名
22 日 立山ﾒﾝ・ﾒﾈｯﾄ･ｺﾒｯﾄ・中原ﾒﾝ・ﾒﾈｯﾄ・松本ﾒﾝ・
胡内ﾒﾈｯﾄ・岩本 計 8 名

軽度発達障害(注意欠陥多動性障害)
理解セミナーに参加して
1 月 29 日（土） 三条ＹＭＣＡ
Ｙサ委員長 岩本 敬子
1／29(土）みやびクラブが去年から企画している、竹田契
一先生の講演に早めに行って何かお手伝いでもしようと思
ったんですが、２回目でもあり、またメネットさん達の協力
が大きな力となっていたのでしょう。あまりお手伝いするこ
とのない準備万端の状態でした。
午後 1 時からの講演に高山ワイズと参加してきました。徳
義会さんから今井先生が参加していただき、感想については
来月ブリテンにお願いしています。どうぞ、お待ちください。
実際に、出席者は親の会・また注意欠陥多動性障害者に接
している方で、誤解され犯罪者になったり、どうしてこの子
はこんなことができないのか？と叱りつけて、自閉症に導く
ケースもあるようです。
その立場を理解することで接し方も換わる。これからはさ
らに、親が社会に出て理解を求めることも増えてくるし、社
会に溶け込む方向性を探っているように感じました。
みやびクラブは継続事業としています。ウエストもお手伝
いできることで、応援したいと思いました。
参加者 120 名、ウエスト参加者：高山・岩本

初めましてとは言えない程、昨年は何回かゲストとして例
会に参加させて頂いています。子供達はそれぞれそれなりに
立派に成長したなと感謝し、さて、私は 50 歳を過ぎてから
仕事を始めて、とまどっていた時、桂さんに誘われて、ワイ
ズの例会に参加する事になりました。不安に思っていた時、
立山会長からの『迷っているのなら、とりあえず経験してみ
てから考えたら』という言葉に甘えてしまいました。そして、
晴れの新年会に入会式をむかえる事ができ、大勢の方々に歓
迎していただいて、何かとても嬉しい思いがこみ上げてきま
した。これから、自分にできる事は何か見つけて行きたいと
思いますので、ご指導の程、よろしくお願い致します。

塚本

勝己（つかもとかつみ）

勤務先：有限会社ハウスクエスト
代表取締役
業 種：不動産賃貸業
住 所：〒607-8334
京都市山科区川田欠ﾉ上
１５−１９
ＴＥＬ：（075）771−0337
ＦＡＸ：（075）771−0339
この度、ウエストワイズメンズクラブに入会させて頂きま
した、塚本勝己です。職業は不動産賃貸業をやっております。
年齢は 35 歳です。山下ワイズからのご紹介でクラブに入会
させて頂き、今まで経験した事のない奉仕（ボランティア）
に参加をし、この活動により人間性を高めたいと思っており
ます。まだまだ皆様の中では若輩者ですが、これからもご指
導の程宜しく御願い致します。

CO2

TAX 報告・環境家計簿のお願い
環境委員長

島田

博司

メンバーの皆様、前半期 CO2TAX 申告に御協力ください
ましてありがとうございました。この半年、毎月すべてのメ
ンバーの方に申告してくださったことに感謝いたします。後
半期より今度は家庭の中での環境問題に目を向けるべく環
境家計簿申告がスタートいたします。もうすでに数名のメン
バーの方に申告していただいています。環境家計簿はメネッ
トさんの協力なくしては始まりません。家庭内、家族をも巻
き込み、
生活の中での CO2 排出問題を考えていきましょう。
メンバー

H16.7〜11

H16.7〜11

メンバー

(５ｹ月集計)

(５ｹ月集計)

市橋清太郎

110,397 本

中瀬

康平

0本

大西 光子

96,703 本

中原

一晃

107,286 本

大野 恭生

257,809 本

中村

豊

40,729 本

岩本 敬子

45,384 本

野田

泰伸

383,378 本

桂

厚子

41,855 本

野々口佳孝

46,920 本

河合久美子

6,517 本

藤居

一彦

24,179 本

牧野万里子

0本

順一

159,414 本

笹山 信泰

23,640 本

松本

忠正

71,524 本

博司

178,829 本

森田

恵三

19,125 本

高野 忠男

38,441 本

山下

太郎

25,500 本

立山 隆一

554,731 本

安平

知史

84,932 本

寺井 幸生

242,495 本

胡内

島田

Y サ委員会より 第１回 京都 YMCA
インターナショナル・チャリティーランのお知らせ
インターナショナル・チャリティーランは、大会委員長の
チャック・ウィルソンの提唱により、集められた寄付金で全
国の障がいのある子どもたちに、キャンプに参加する機会を
提供しようという趣旨で開催されます。支援金は、リーダー
たちの交通費や宿泊費、トレーニングの費用に用いられ、参
加者の負担の軽減を図り、より多くの子どもたちがキャンプ
に参加できるようにします。昨年度は、全国 12 か所で実施
され、京都 YMCA では、本年度から「第１回京都 YMCA イ
ンターナショナル・チャリティーラン」が開催されます。
詳細は次の通りですので、ウエストからも多数のご参加を
よろしくお願いいたします。

日

時：2005 年３月６日（日）
AM９：00〜15：00 雨天決行

場

所：鴨川公園（特設コース：北大路橋〜北山大橋）

受

付：鴨川北大路橋 北西詰め
（地下鉄北大路駅１番出口徒歩３分）

競技内容：
レースはタイム順位制及びタイム設定制により
順位を決めていきます。
１．小学生による駅伝競技
２．１チーム２〜５名のグループで走る設定
タイムレース
３．１チーム男女５名で駅伝方式の競技
などが行われ、第１位〜第３位まで賞状・賞品が
あります。その他、コスチューム賞など楽しい各
賞があります。
主

ウエストクラブでは、私用で使った車から排出される CO２を
ペットボトル換算し税金を支払い、環境を良くする資金にし
ております。

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

催：京都 YMCA、日本 YMCA 国際賛助会、
ワイズメンズクラブ西日本区京都部

お問合せ：京都 YMCA ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ・ﾁｬﾘﾃｨｰﾗﾝ事務局
TEL（０７５）２３１−４３８８
FAX（０７５）２５１−０９７０
ホームページ：www.kyotoymca.or.jp/c-run

排出量を 2L ペットボトルにおきかえる算定式
排出量（㎏）×係数 255＝ 本分
CO2（0 度、1 気圧）1 ㎏は 509L 2L ペットボトルで換
算するために 255 をかけています。
ホンダ・オデッセイ ガソリン車 2300CC が 100ｋｍ走っ
たとすると
9.434L（給油量）＝100ｋｍ（走行距離）÷10.6 ㎏/L
（燃費）
21.7 ㎏（排出量）＝9.434L （給油量）×2.3（係数）
ペットボトル 2L におきかえると
5,533 本分＝21.7 ㎏（排出量）×255（係数）
という恐ろしい数字になります。
※換算値は JAF 燃費/CO2 排出量計算式より。燃費値は
10・15 モードより。

大野恭生ワイズが 1 月、祇園に京生麩・生湯葉料理の
お店を開店されました。

「京生麩・生湯葉料理 大のや 祇園」
〒605-0821 京都市東山区祇園石段下南二筋目角
TEL・FAX：０７５−５５１−７５２０

