京都ウエストワイズメンズクラブ 2003.7〜2004.6 事業 報告
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7 月 2４日(木) キックオフ例会（５５６回例会）
７月 10 日（木）ホームページ管理委員会 野田ＹＳ宅
7 月３日（木） 出席 1７名
今出川 YMCA
京都ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟﾚｽ
ﾒﾝ５名 議案１ 今出川 YMCA を会場（年間使用料５万円）とし
京都プリンスクラブ渡邊公生ﾜｲｽﾞをｹﾞｽﾄに招き、環境問
て使用継続する（三役会･役員会･委員会）
。承認
題についてのｽﾋﾟｰﾁを聞く。
議案２ 通常例会においてﾒﾝﾊﾞｰが欠席の場合代替ﾒﾈｯﾄ登
録費は無しとする。通常例会登録費 ｹﾞｽﾄ¥5,000
ﾒﾈｯﾄ･ｺﾒｯﾄ￥3,000 とする。
承認
議案３ 新入会員の会費 月額¥10,000 とする。昨年と同
様入会月より１年間とする。
承認
議案 4 ７月キックオフ例会のｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰｶｰ渡邊公生ﾜｲｽﾞへ
のお礼は記念品とする。
承認
議案５ 島田ﾜｲｽﾞは環境委員会配属とする。
承認
議案６ 8／31 京都部部会の参加ﾒﾈｯﾄ、ｺﾒｯﾄに対し¥3,000
の補助を拠出する。
承認 総会議案
ﾒﾝ 21 名ﾒﾈ４名ｺﾒ 1 名ｹﾞｽﾄ３名
承認
議案７ 中西浩次君６月 30 日で退会とする。
承認 議案１ 2002.7〜2003.6 年度 年間事業活動報告審議
在籍 25 名（広義 1･功労 1）出席率 100％
議案２ 2002.7〜2003.6 年度 年間決算概算報告
承認
8 月 31 日（日） 京都部部会（５５７回例会）
8 月３日（日）西日本区地域奉仕事業研修会
8月７日(木) 出席1９名
今出川YMCA ８月２日（日）京都 YMCA 創立 100 周年記念「平和の集い」
京都パークホテル
「ひと・まち・交流館京都」にて
ﾒﾝ 6 名 議案１ 加藤ﾜｲｽﾞ ６月末にて退会の件
承認 ８月９日〜16 日 京都 YMCA 創立 100 周年記念「インドツアー」
ランチ YMCA でのプログラム参加 岩本ﾜｲｽﾞ
仁科部長標語「ワイズの森を大樹の森に」の下、ｷｬﾋﾟﾀﾙ 8 月 24 日(日) 平安徳義会夏祭り
議案２ 西日本区ﾒﾈｯﾄ事業会計 胡内佳志子ﾒﾈｯﾄに活動
ｸﾗﾌﾞのﾎｽﾄにて開催、ｱﾄﾗｸｼｮﾝに狂言「末広かり」
。
焼きそば、とうもろこし、ヨーヨー釣りなど
補助として¥50,000 を拠出
承認
ﾒﾝ 20 名ﾒﾈ 2 名ｺﾒ 1 名
ﾒﾝ 11 名ﾒﾈ 5 名ｺﾒ 3 名 臨時総会議案
在籍 25 名（広義 1・功労 1）出席率 95.7％
議案１ 2002.7〜2003.6 年度 年間決算概算報告 承認
参加 19 名
９月 25 日(木) メネット例会（５５８回例会）
9 月６日〜７日（土・日）環境一泊例会
9 月４日(木) 出席 1７名
今出川 YMCA 9 月７日(日）リトセン秋季準備ワーク
京都ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟﾚｽ
リトセンにて竹炭炉で初釜・竹炭作成、環境問題につい 議案１ 一泊環境勉強会参加費の件 ﾒﾝ、ﾒﾈｯﾄ、ｹﾞｽﾄは
京都市環境局環境政策部地球環境政策課の皆さんによ
ての勉強会。
ﾒﾝ 11 名ﾒﾈ１名ｺﾒ 1 名ｹﾞｽﾄ 6 名
¥5,000 負担、研修学生、ｹﾞｽﾄは¥3,0000 負担、
る環境問題についての講演他、
「環境家計簿」について。 ９月７日（日）びわこ部会、13 日（土）西中国部会、
不足分は環境委員会から拠出。
承認
ﾒﾝ 19 名ﾒﾈ 4 名ｹﾞｽﾄ 2 名ｺﾒ 1 名ｹﾞｽﾄ 16 名 14 日（日）阪和部会、21 日（日）中部部会、
議案２ 10/11(土)京都 YMCA100 周年記念式典ｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙ
在籍 25 名（広義 1・功労 1）出席率 95.7％ 23 日（火）瀬戸山陰部会、27 日（土）六甲部会
小ﾎｰﾙ 参加費¥2,000、Ｙサ予算から拠出。承認
10 月 18〜19 日（土･日）ポテトファンド（松岡満運輸）
10 月９日（木）出席 15 名
今出川 YMCA 10 月 11 日（土）京都 YMCA100 周年記念式典
参加 5 名
10 月 23 日(木) 通常例会（５５９回例会）
ﾎﾟﾃﾄ 1450 箱・かぼちゃ 102 箱 議案１ ｸﾘｽﾏｽ例会会場変更 ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟﾚｽ→ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ 承認 10 月 24 日（金）YMCA 学生との交流ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ大会
京都ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟﾚｽ
議案 2 次期京都部の環境事業主査に胡内ﾜｲｽﾞ推薦 承認
京都府立洛南病精神科・奥田嘉茂先生による「病院にお 10 月 11〜12 日（日・祝）九州部会 門司港ﾚﾄﾛ
（しょうざんﾎﾞｳﾙ）
ﾒﾝ 3 名ﾒﾈ 1 名 議案３ ｸﾘｽﾏｽ例会会費の件 ｹﾞｽﾄ¥6,000 ﾒﾈ¥6,000
けるｿｼｱﾙﾜｰｶｰ（相談員）の役割」と題したお話を聞く。
小中学生以上¥3,000 以下無料
承認
ﾒﾝ 18 名ﾒﾈｯﾄ 4 名ｺﾒ 1 名ﾋﾞｼﾞﾀｰ 1 名
議案４ 奥田嘉茂先生のお礼を３万円とする。
承認
在籍 25 名（広義 1・功労 1）出席率 95.7％
11 月９(日) ワイズデー・国際協力募金（５６０回例会） 11 月３日（月）平安徳義会バザー
ﾒﾝ 8 名ﾒﾈ 4 名ｺﾒ 1 名 11 月６日(木)
出席13 名
今出川YMCA 11 月１〜２日(土・日) 京都 YMCA100 周年記念 24 時間チャリテ
ウエストは烏丸今出川・烏丸丸太町付近担当。
11 月 29 日（土）めいぷるｸﾗﾌﾞ 20 周年記念例会
議案１ 12／20（土）クリスマス例会
ィーマラソン
ﾒﾝ 15 名ﾒﾈｯﾄ 5 名ｺﾒｯﾄ 5 名
終了後、Ｙﾘｰﾀﾞｰ、今出川専門学校学生と一緒に、河原
アドニスの謝礼を¥100,000 にする。
承認 11 月 23 日（日）京都 YMCA100 周年フェスタ in みやこﾒｯｾ
中国からの留学生２名を招き「餃子入りフカヒレスープ」
「マーボ
町三条下ル「スーパードライ」にて会食。
議案２ クリスマスキャロルナイト
。
ﾒﾝ 17 名ﾒﾈｯﾄ 5 名ｺﾒｯﾄ 3 名
¥30,000 をＹサ予算から拠出。
承認 ー豆腐」を調理、子供向け「プチ写真館」
参加者延べ 28 名
在籍 25 名（広義 1・功労 1）出席率 87％
議案３ 森田ﾒﾈｯﾄへのお見舞いの件
承認
12 月６日（土）みかんファンド
12 月４日（木） 出席 1５名
今出川 YMCA 12 月 19 日（土）京都 YMCA100 周年記念「ｸﾘｽﾏｽｷｬﾛﾙﾅｲﾄ」
12 月 20 日(日）EMC100 人クリスマス例会
京都駅大階段にて
ﾒﾝ７名ﾒﾈ３名ｺﾒ２名
議案１ 1／１0 3ｸﾗﾌﾞ合同新年例会の協賛金を３万円と
（５６１回例会）
京都パークホテル 12 月 27 日（土）ウエスト忘年会「新門前」にて
する。
承認 12 月 20 日（日）会員クリスマス
ﾋﾞｯｸﾞﾊﾞﾝﾄﾞ「アドニス」の演奏、ｺﾒｯﾄへのｻﾝﾀﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ
ﾒﾝ 21 名ﾒﾈ 11 名ｺﾒ 19 名ｹﾞｽﾄ 67 名 合計 118 名
在籍 25 名(広義 1・功労１)出席率 91.3％
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１月 22 日（木）通常例会 (５６２回例会)
１月 10 日（土）3 クラブ合同新年例会 ホテルセントノーム
京都ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟﾚｽ
ｳｴｽﾄ 20 名出席
臨時総会（次期三役承認、会計中間報告）
１月 11 日〜12 日（土･日）西日本区次期役員研修会
メンバースピーチ（市橋・立山・藤居・笹山・河合・牧 １月 24 日（土）大阪なかのしまｸﾗﾌﾞﾁｬﾘﾃｨｰｺﾝｻｰﾄ
野ＹＳ）
ﾒﾝ 13 名ﾒﾈ 2 名ｺﾒ 1 名ｹﾞｽﾄ 3 名
在籍 25 名（広義１･功労 1）出席率 95.7％
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2 月 26 日（木）TOF 例会（５６３回例会）
２月１日(日) 京都部ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ大会（しょうざんボウル）
今出川 YMCA
ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰｶｰ 西日本区地域奉仕事業主任・大野信幸ＹＳ
によりＴOＦ、ＣＳ、ＦＦについて解説を受ける。
岩本ＹＳよりインドスタディーツアーの報告。
ﾒﾝ 20 名ｹﾞｽﾄ 2 名
在籍 25 名（広義１･功労 1）出席率 91.3％
３月 25 日(木) ＥＭＣ・環境例会・部長公式訪問
(５６４回例会)
京都ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟﾚｽ
部長公式訪問 仁科京都部部長・穏塚ＥＭＣ主査・河本
交流主査・大槻ﾒﾈｯﾄ事業主査のｽﾋﾟｰﾁ。
環境委員会より CO2TAX 年間表彰。
大西光子君入会式。
ﾒﾝ 19 名ﾒﾈ 3 名ｺﾒ 2 名ｹﾞｽﾄ 5 名
在籍 26 名（広義１･功労 1）出席率 91.7％
４月 22 日(木) 通常例会（５６５回例会）
京都ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟﾚｽ
ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰｶｰ 京都府警察本部中立売署生活安全少年課
係長 柴田享司様「現代の危機管理について」
臨時総会（次次期会長・次期事業委員長承認）

ﾒﾝ 19 名ﾒﾈ１名ｹﾞｽﾄ１名
在籍 25 名（広義１･功労 1）出席率 95.7％
５月 27 日(木)

５
月

６
月

通常例会 （５６６回例会）
京都ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟﾚｽ
大野恭生君入会式、森田ＰＴ委員長よりクラブ会則等検
討委員会の会則改訂案報告、仁科京都部長へﾘﾄｾﾝﾁｬﾘﾃｨｰ
ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟの剰余金贈呈、台湾ﾀﾞｳﾝﾀｳﾝｸﾗﾌﾞから２名来訪
ｽﾋﾟｰﾁ、ﾄｯﾌﾟｽｸﾗﾌﾞ 10 周年アピール。
ﾒﾝ 23 名ﾒﾈ 3 名ｹﾞｽﾄ 6 名
在籍 26 名（広義１･功労 1）出席率 100％
６月 19 日（土）引継例会（５６７回例会）
京都ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟﾚｽ
「胡内会長〜立山会長へバトンタッチ」
ﾊﾟｿｺﾝ画面による 1 年の振り返り、西日本区大会表彰発
表、クラブ表彰発表、会長・メネット会長引継ぎ式、
仲間は誰だゲームなど。
ﾒﾝ 23 名ﾒﾈ 4 名ｺﾒ 10 名ｹﾞｽﾄ 3 名
在籍 26 名(広義 1・功労１)出席率 100％

３月中 京都部各クラブメンバー訪問
（ﾌﾟﾘﾝｽ・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾊﾟﾚｽ・ﾄｩｰﾋﾞｰ・ｷｬﾋﾟﾀﾙ各ｸﾗﾌﾞ）
３月 20〜21 日(日・月) 西日本区次期会長・主査研修会
参加 5 名
３月 19〜21 日（金〜日）台湾ﾀﾞｳﾝﾀｳﾝｸﾗﾌﾞ IBC 訪問
参加ﾒﾝ７名ｺﾒ 1 名

役員会報告

YMCA

1 月８日
（木） 出席 14 名
今出川 YMCA
議案１ 京都部ﾁｬﾘﾃｨｺﾞﾙﾌ大会ホスト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
1 月 22 日（木）総会議案
議案１ 次期三役承認の件
承認
議案 2 会計中間報告の件
承認
２月５日(木) 出席16名
今出川YMCA ２月 14 日(土) 会員集会
議案１ 台北ﾀﾞｳﾝﾀｳﾝｸﾗﾌﾞ訪問 IBC 委員会と旅費補助の件
承認
議案２ 大西光子君入会の件 配属はＹサ委員会 承認
議案３ ３月他ｸﾗﾌﾞ訪問、登録費１人 3,000 円補助 承認

３月４日(木) 出席７名
今出川 YMCA ３月 14 日（日）YMCA リーダー卒業祝賀会
３月 14 日（日）京都部ＹＹフォーラム
議案１ 夜桜ﾌｪｽﾀﾁｹｯﾄ補助の件 1000 円補助
承認
承認
議案２ 3／14 リーダー祝会 祝金3000 円拠出
議案 3 ４月例会を臨時総会開催の件
次次期会長・次期事業委員長選出
承認
議案 4 京都部ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会協賛金 30,000 円拠出の件
承認

４月８日（木） 出席 19 名
今出川 YMCA ４月 18 日（日）リトセン新研修棟・宿泊棟完成記念
議案１ 西日本区大会旅費補助の件
継続 ４月 25 日（日）EMC ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 三条本館マナホール
議案 2 5／8･9 東京ひがしｸﾗﾌﾞ DBC 合同例会計画案に
ついて 旅費及びお土産代の件、参加費１人
不足分クラブ負担
承認
26,000 円、
議案３ 引継例会ＰＴ山下 Dr 委員長を筆頭に結成 承認
議案 4 塩見詠司君退会の件
承認
４月 22 日（木）総会議案
議案１ 次次期会長承認の件
承認
議案２ 次期事業委員長承認の件
承認
5 月１日（土） ウエスト次期役員研修会
5 月６日（木）出席 18 名
今出川 YMCA
議案１ 西日本区大会旅費補助の件
承認
5 月８〜９日（土･日）東京ひがしｸﾗﾌﾞ DBC 合同例会
承認
ﾒﾝ 11 名ﾒﾈ 2 名ｺﾒ 2 名ﾏｺﾞ 3 名 議案 2 大野恭生君入会の件 配属は地域奉仕
議案 3 引継例会日程変更の件
5 月 16 日（日）ウエスト杯ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ大会 雨天順延
６／19（土）に変更
承認
5 月 23 日（日）京都部チャリティーゴルフコンペ
（ﾍﾞｱｽﾞﾊﾞｳｶﾝﾄﾘｰにてｳｴｽﾄがﾎｽﾄにて開催）
ﾒﾝ８名ﾒﾈ３名ｺﾒ 2 名ｹﾞｽﾄ 33 名
５月 27〜28 日（木・金）台湾ﾒｲﾌｫﾝｼｰ・ﾔﾝﾍﾟｲｼﾞﾝ訪日・観光
6 月３日（木）大野恭生君歓迎会 まんざら本店
6 月３日（木）出席 21 名
今出川 YMCA ６月 27 日（日）リトセン開設ワーク
ﾒﾝ 20 名ﾒﾈ１名 議案１ 引継例会の登録費
6 月 12〜13 日（土・日）西日本区大会（ホテル百万石）
ﾒﾈｯﾄ･ｹﾞｽﾄ¥5,000、ｺﾒｯﾄ無料とする。
承認
ﾒﾝ 14 名ﾒﾈ４名 総会議案
議案１ 次期事業計画案承認の件
承認
議案２ 次期事業予算案承認の件
承認
議案３ クラブ会則改定承認の件
継続
４月２日（金）大西光子君歓迎会＆花見 松尾・小島
４月 18 日（日）ﾘﾄｾﾝ夜桜ﾌｪｽﾀ ｳｴｽﾄは中華ｽｰﾌﾟ出店。
４月４日（日）京都部地域奉仕ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 雨天中止
４月 24 日（土）ｷｬﾋﾟﾀﾙｸﾗﾌﾞ 20 周年記念例会 京都ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ
ﾒﾝ6名ﾒﾈ１名
４月 29 日（祝）西連合 木器窯 Spring Festa 2004
三田市木器窯
ﾒﾝ 5 名ﾒﾈ 3 名ｺﾒ 1 名

ﾒﾝ５名

