
 
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 

 
Kick-off  EMC‐C 
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１年経って思うこと     金澤 典子     

ウェストクラブに入会して１

年経ちました。ほとんど方は

メンバーの紹介で入会される

と聞き、私は異例の入会だっ

たようです。 
最初は好奇心からでした。ボ

ランティアなんて無縁の生活

の私には未知の世界でした。 
でも温かいメンバーの方々に

囲まれて楽しく参加出来るよ

うになりました。何も分からない私でも出来る事はあるん

だなぁと思いました。直接ボランティアをしているという

気持ちではなく、間接的にでも何か役にたてているのかな

ぁ、というのが嬉しく思えるようになりました。普段私達

が何げなく過ごしている事でも、環境の違う方達には大変

な事であったり贅沢な事もあるんだという事も実感させら

れました。 
ゲストスピーカーの方々のお話や披露に感心させられる事

もしばしばです。クラブに入っていなければ多分経験する

事はなかっただろうと思う事がいっぱいありました。 
でも１番に私が入会して良かったと思えるのはメンバーの 
 

すばらしさです。そしてそれを支えているメネットさん方

達です。新人女性のメンバーにとって先輩の女性陣の存在

は大きな支えです。入会前のゲスト参加の時に本当に居心

地良く迎えてくれました。そして男性メンバーもとても感

じが良かったのです。ウェストの人柄に惹かれて入会した

ようなものです。ちょっと上げすぎかなぁ（笑）でも本心

です。 
ただ残念な事に私が入った１年間でお世話になったメンバ

ーが３名退会されました。 
いろいろ諸事情がおありですがとても寂しく思います。け

どきっと戻ってくれる事と信じています。そしてこれから

もすばらしいメンバーが沢山増える事を願っています。 
今期は河合会長と共に女性陣が三役を務める事となりまし

た。私も非力ながら会計を任されました。パートナーの大

西さんにおんぶで抱っこで申し訳ないですが、なんとかお

手伝いをしたいと思っています。そして河合期に益々女性

パワーが発揮出来るよう頑張ります 
まだまだ未知数のクラブライフ。これからも私なりに参加

し共に楽しんでいきたいと思っています。皆さん末永く宜

しくお願いいたします！！ 
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標語 
国際会長   “Active Participation with Love” 
アジア会長   “Partipation and Inspiration” 
西日本区理事   “One for All , All for One” 
京都部部長    「百花繚乱－京都部－」 

今月の聖句 
イエスは舟から上がり、大勢の群衆を見て、飼い主のいな

い羊のような有様を深く憐れみ、いろいろと教え始められ

た。（マルコによる福音書第６章 34節） 

クラブ会長標語             Heart Sharing 
会長 河合久美子  副会長 桂厚子、岩本敬子 書記 牧野万里子、星野淑子 会計 大西光子、金澤典子 

8月在籍者
会員 第二例会 切手 0pt 第一例会 ネットファンド

28名 メン 22名 19名 現金 0pt 11,000円 0円
広義・功労会員 メネット 2名 1名 第二例会

0名 コメット 1名 7,350円
ビジター 前月出席率 累計 ファンド

合計 ゲスト 5名 1名 修正 切手 0pt 累計 年間合計
28名 計 30名 21名 なし 現金 0pt 37,710円

第一例会



 
7月 29日 19時より木屋町三条のモリタ屋さんにて京都部
EMC 交流会がおこなわれました。わがウエストクラブか
らは、河合会長、牧野書記、島田 EMC委員長の 3名が出
席いたしました。はじめに京都部の岸本 EMC 事業主査の
御挨拶の中で、キャッチ・ザ・500 ということで、何とか
いま現在京都部のメンバー数 460弱の数を 500にするとい
う意気込みを感じ、自分たちのクラブ数も 30 名を超える
ようにしないといけないことをあらためて感じ、他クラブ

の方のお話をお聞きし交流してきました。もう少し具体的

なお話が出来なかったのは残念でしたが、どのクラブでも

メンバー数の獲得や、退会者が多いということの問題点を

抱えられている事情が良くわかり、今後に生かしていきた

いと感じました。 
 

 
8月 23日みやびクラブの納涼例会に、河合会長、牧野書記、
野田 IBC委員長、４名で参加させていただきました。利き
酒会という事で月桂冠の方が２０分ほど有澤会長の挨拶の

後、お酒の種類醸造酒、蒸留酒、ほんでもうひとつ、作り

方、伏見のお酒は、京都の水の硬度が低いのでまろやかだ

とか、、水でお酒の性質も変わる。ひょっとしたら住んでる

人も性質が違うのは長年飲んでる水で違うからかも知れま

せんね。それで、結局お酒５種類分と当てる３種類とで、

それぞれの前に、８個の猪口が並びブルーの小さなガラス

がテーブルがいっぱい並んで、次から次とお酒が運ばれて

きて、真剣に味見を繰り返しているうち、前の北村ワイズ

は、もう真っ赤！ホント３０分しないうち私も、ヘラヘラ

してるなと、思ったけれど隣の野田ワイズの答えと違うが

私なりに野田ワイズを出し抜くつもり、であれこれ飲んで

ると、なに飲んでも一緒状態になってしまいました。結局

さすがたった一人野田さんが３種を当てはったんです！や

っぱりね。でも私２種まではわかったんですよ。そのあと

のクジで大吟醸のミニをいただいてしまいました。お料理

がお酒のあてにぴったりのおいしいもので、有澤会長のこ

だわりだそうで満足して帰りました。みやびの皆様お心遣

い有難うございました。そうそうその出てきた素材を野田

さんがうちのんかどうかってメモをとってはって、さすが

と感心しました。楽しい訪問でした。 

 
８月１０日（木）、河合会長期で最初のゲストスピーカ

ーをお招きする例会でした。塚本ワイズの司会で始まり、

大野ワイズも久々の出席でした。 
センチュリークラブからは、岡見様ご夫妻、大槻メネット

が京都部部会のアピールの為、ご出席いただきました。 
ゲストスピーカー山田公治様は「京都に暴力団はいりまへ

ん」と題して現在、(財)京都府暴力追放運動推進センター、
事務局長として活躍されております。 
ビデオを利用して、企業対象暴力の現状と対策を説明いた

だき大変参考になりました。常に冷静に判断し、不当要求

行為には勇気を持って立ち向かうことが、暴力を追放する

きっかけとなります。     
ワイズ活動を通じて平和な社会を望む私たちの活動とは逆

に、市民に迷惑をかける反社会的勢力は企業から資金の獲

得を図っております。その手法も、年々巧妙になっており

ます。私たちも、そうしたことへの対処法を勉強し、いろ

んな知識が必要になります。 
暴力団を恐れない！ 金を出さない！ 利用しない！ こ

とが原則ですが、もしトラブルに巻き込まれたら、警察、

暴力追放運動センターに相談することが、解決策です。 
安心して暮らせる街づくりのためにも、皆さん、力を合わ

せましょう。 

 
暴力追放運動推進センター所長山田公治様 

 
京都部会アピールをされるセンチュリークラブの皆様 
 

定刻 7時より 司会者 市橋ワイズによる進行で行われた。 
会長挨拶では、うれしいこと 2つの報告。すべて、ワイズ
がらみで、どっぷりのようです。 
本日のゲストスピーカーは、高山ワイズ紹介で「営業道場」

京都責任者 吉田邦治様です。 
「傾聴のスキル」という題材で、まずは、きくの種類。①

聞く②訊く③聴くとあります。 

京都部 EMC交流会 
2006年 7月 29日 
島田 博司 

みやびクラブ納涼例会 
2006年 8月 23日モリタ屋 

桂 厚子 

第一例会 
2006年 8月 10日リーガロイヤルホテル 

野田 泰伸 

第二例会 
2006年 8月 24日リーガロイヤルホテル 

岩本 敬子 



今回は③の聴くを実践して欲しい。と吉田様より。 
身を入れて、真剣に聴くことで、相手の言っていることが

見えてくることにつながる。 
吉田様は、営業マンでもあり、「お客様の好きな営業マンに

なる。」近道を教わった気がしました。 
どうしても初対面でお会いする際は、まずは第一印象で、

見た目が５５％。しぐさ等が３８％。話の内容は 7％。と
最大限の身だしなみと笑顔は、第一のようですが。 
お客様とお話するとき、営業側が多くしゃべるのではなく

聴き上手、引き出し上手。になることを身につければ、ト

ップセールスマンになることは間違いないことでしょう。 
メモをとる。大きくうなずく。的確な質問で訊く。相手の

話をフィードバックする。意識を相手に集中する。ができ

れば「傾聴」が完璧とのことです。 
私はおしゃべり大好き人間で、話すことばかり考ええてし

まいがちなので、ちょっと気をつけて、「聴く」ことに、注

意を払いたいと思わせていただきました。ワイズは喋りた

がり屋が多いので、再認識できた時間をいただいたそんな

例会でした。 

 
ゲストスピーカー吉田邦治様 
 

平安徳義会夏祭り 
2006年 8月 27日徳義会園庭 

立山 隆一 
                         
 8月 27日恒例の徳義会夏祭りが開催されました。 
まず櫓の組み立てを午前 10：00 から開始、今回は寺井・
胡内 2名の現場監督がいない中でうまく組み立てられるか
少し不安な所も有りました。しかし過去何年も櫓の組み立

てに携わってきたお陰と松本ワイズの的確な指示、そして

何よりも徳義会の先生・生徒の協力のもと約一時間あまり

で無事、櫓の組み立てが完了しました。後の飾り付けは徳

義会の生徒に任せ一時休憩に入りました。（今回初めて櫓の

組み立てに参加して下さった吉田・市橋ワイズそして中村

地域奉仕委員長・松本・野田ワイズ朝早くからご苦労さま

でした。） 
 模擬店の準備に午後 4：00からメン・メネット・コメッ
トさんが取り掛かり途中で雨も降り出し一時は外でも開催

も危ぶまれていましたが、無事雨も上がり予定時間午後

6：00 から夏祭りが始まりました。ウエストクラブからは
恒例の屋台にわた菓子・あても店を加えどの店も盛況でし

た。特に今回復活した、わた菓子には子供達の列ができ好

評だってようです。担当された辻中連絡主事・大西ワイズ

なれない、わた菓子作りに砂糖まみれになりながら頑張っ

ていただきご苦労さまでした。そして焼きそば作りには徳

義会のOG二人が手伝いに来てくれ最初から最後まで焼き
そばを焼いてくれました。その内の一人は某有名なお好み

焼き店で２年ほど働いた腕前で野田ワイズを鉄板の扱い方

が違うと感心させるほどでした。このように交流が持てた

事うれしく思います。また来年も頼みます？また途中で内

田元ワイズもお元気な姿を見せて下さいました。盆踊りタ

イムも 3回あり浴衣を着た子供達が楽しそうに踊っていま
した。そうこうしているうちに終了の午後 8：30となり後
片付けに入りました。櫓も徳義会の先生・生徒の協力を得

て手際よく事故も無く解体が完了。午後 9：30には解散と
なりました。参加していただきましたメン・メネット・コ

メットさん今日一日ご苦労さまでした。 
 
（今回、私が帰り際にまだ小さい子供が親のもとに走って

行こうとした時に先生に抱きかかえられ館内に連れ戻され

る光景を見た時に楽しい時間の裏に現実がここにあると思

いました。） 
 
 

  
河合期が始まって、最初の楽楽会、今回の企画は、上七軒

での納涼会です。 
この上七軒のビアガーデンは、お茶屋さんの協同組合が、

上七件歌舞練場をビアガーデンとして開放し、一般の人達

が足を運んで楽しめるように企画している、夏の期間限定

の、企画です。 ビアガーデンの中は、風情のある日本庭

園で、芸子さんや舞妓さんの姿がとても雰囲気によく合っ

ています。 乾杯の後しばらくすると、ウエストクラブの

テーブルにも、舞妓さんが来ててくれました。 １６歳の

色白の可愛い舞妓さんです。 
メンバーたちと話も弾んできたのですが、どうやら時間制

限があるらしく、 
舞妓さんは、他のテーブルへ行ってしまいました。  そ

の後ビールも程よく回ってきて、話も弾み、大変盛り上が

ってきました。 みやびクラブからお越しいただいた３名

のゲストの方々との話もつきません。 例会とは違った雰

囲気の中で、メンバー、メネット、また、日ごろ話しする

機会のなかった他クラブメンバーとの間で、有意義な交流

が計れたと思います。 昼過ぎから、雲いきがあやしく、

雨が降るのでは？・・・と、心配だったのですが、天気に

も恵まれ、楽しい楽楽会でした。 
 

 

ブリテン委員会よりお知らせ 

 
毎月のブリテンにメンバーからの「広告」を募集するこ

とを計画しています。お仕事の事、個人的な事、各委員

会の告知・報告などに是非ブリテンをご活用されては如

何でしょうか？ 
詳しくはブリテン委員会までお問い合わせ下さい。 
 

第一回楽楽会 
2006年 8月 28日上七件ビアガーデン 

牧野 万里子 



９月 Ｓｃｈｅｄｕｌｅ 
9月 3日 （日） リトセン秋の

準備ワーク 
9:30～ 
 

リトリート

センター 
9月 4日 （月） 三役会 

 
19:00～ 
 

今出川 
YMCA 

9月 7日 （木） 役員会 19:30～ 
 

リーガ 
ロイヤル 

9月10日 （木） 京都部会 
(第一例会) 

15:00～ 
 

琵琶湖 
ホテル 

9月28日 （日） 第二例会 19:00～ リーガ 
ロイヤル 

１０月 予  定  抄 
10月 2日  (月) 三役会 19:00～ 今出川 

YMCA 
10月 5日 (木) 役員会 

 
19:30～ 
21:00 

リーガ 
ロイヤル 

10月 8日 (日) 全国リーダー 
研修会 

未定 花背研修 
センター 

10月未定 ( ) ポテトファン

ド(第一例会) 
後報  

10月26日 
 

 (木) 
 

第二例会 
 

19:00～ 
21:00 

リーガ 
ロイヤル 

10月29日 
 

 (日) 
 

今出川YMCA 
学園際 

未定 今出川 
YMCA 

９月  Happy Birthday 
メン メネット 

   野田 君子 

     

     

９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 10日 京都部会 27日 ブライトン 

洛中 10日 京都部会 28日 全日空 

みやび ６日 三条YMCA 20日 セントノーム

 

８月  役員会議案書報告 
議案１ 胡内順一ワイズ ７月末日をもっ

て退会とする。 
承 認 
 

議案２ 新ドライバー委員長を高山ワイズ

とする。 
承 認 
  

議案３ 新メネット会長を中原優子メネッ

トとする。 
承 認 
 

議案４ 第一例会にて前期会計報告に関す

る総会を行う。 
承 認 

 
ＹＭＣＡ Ｎｅｗｓ 

１．国際福祉専門学校入学希望者をぜひご紹介くださ

い 
国際福祉専門学校は 10月 2日からの願書受けつけ開始に備
えて、募集活動を実施中です。 
【健康福祉学科】 
スポーツや遊びの指導における専門性を持ち、障がい児や健

常児を問わず、子どもたちの健康的な成長を手助けできる保

育者を養成します。 
【介護福祉学科】 
「すべてのひとりひとりのために」よりよいケアを求めて行

動しつづけることができる介護福祉士を養成します。 
2006年春就職率 100％（全員正職員採用）達成！ 
【社会福祉学科（夜間２年制）】 
社会福祉士への近道がここに！ 
2006 年春社会福祉士国家試験合格率 本校 91.6% 全国平
均 28.0％ 
皆様からご紹介くださった方が当校を受験される場合は受

験料（20,000 円）を免除させて頂きます。またご紹介の方
には心ばかりの粗品を進呈させて頂きます。 
お問い合せ等がございました際は、下記までお願い致します。 
京都 YMCA国際福祉専門学校  辻中康宏       
電話 075-432-3191 FAX075-432-9440 
e-mail tsujinaka@kyotoymca.or.jp 
２.後期募集のお知らせ グローバルアウトドアクラブ  
スイミングスクール ユーススポーツ 
９月６日(水)午前 10 時より 一般の方の後期募集がはじま
ります。 
お知り合いの方でご興味がある方がいらっしゃいましたら

是非お勧めください。 
ご継続の方で定員に達しているクラスもございます。詳しく

はお問い合わせください。 
お問い合わせ・お申込み共に下記まで。 
グローバルアウトドアクラブ          
電話(０７５)２３１－４３８８ 
スイミングスクール・ユーススポーツ     
電話（０７５）２５５－４７０９ 
３.京都 YMCA英語学校無料体験〝サンプルレッスン〟 
予約受付中! 
１０月から開講する秋期英会話コースに向けて、レッスンを

無料で体験して頂けます。 
《成人英会話 体験レッスン》 
 9月 22日（金）  準中級レベル 
 9月 26日（火）  初級レベル 
 9月 28日（木）  準中級レベル 
 9月 29日（金）  中級レベル 
各日とも 午後 7時から 7時 45分 

 《中学生英会話 体験レッスン》 
9月 22日（金） 午後 6時から 6時 40分 

《高校生英会話 体験レッスン》 
9月 29日（金） 午後 6時から 6時 40分 

お問い合わせ・お申込みは 電話(０７５)２５５－３２８７ 
 
◇編 集 後 記◇   ブリテン委員長 立山 隆一  

朝夕めっきり涼しくなってまいりました。しかしこれから

夏場の疲れが出てくる時期でも有ります。体調に注意しな

がら頑張って行きましょう。疲れた時には無理せづ一休み 

◇今月の聖句の解説◇      ｂｙ：辻中連絡主事

主イエスは群集を叱ったり、嫌がったりせず、群集に対

して釘付けになって関わられました。彼らが「飼い主のい

ない羊のような有様」であることを哀れまれたのです。「深

く憐れむ」とは、これは本来「内臓」を指す言葉だそうで、

ヘブル思想では人間の深い感情が宿る場所とされていま

す。内臓まで動かされた、つまり思いやりの心でいっぱい

になる、やさしい同情で溢れる、ということです。これが、

主イエスご自身の姿なのです。 

 


