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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−」

ファンド諸々

26名
広義・功労会員
0名
合計
26名

今月の聖句
Kick-off EMC‐C
「ところが、逆風のために弟子たちが漕ぎ悩んでいるのを
見て、夜が明けるころ、湖の上を歩いて弟子たちのところ
に行き、そばを通り過ぎようとされた。
」
マルコによる福音書第６章 48 節

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

ファンド委員長

山下太郎

ファンド委員会はこの度が初
めてのお役になりますが、よ
うやくポテトファンドも発注
を終え後は北海道から送られ
て来るのを待つのみと一息つ
いているところです。
ファンド事業にも様々ありま
すが今月が丁度 BF ファンド
の強調月間になります、BF
とは国際の様々な事業に少しでも多くの方が参加できる様
にみんなで援助しあうことを目的として生まれたファンド
です。もちろん主旨を理解した上で協力することは非常に
すばらしいことだと思いますが、ただお金を「はいこれだ
け」と出すだけで本当に良いのかどうか少し疑問がありま
す。経済的に豊かだから何の労力もせず言われた金額を毎
年出すだけでは参加意識が薄れます。昔は使い古しの切手
を集めていたそうです、確かに大変だったとは思いますが
その方が参加したという意識が生まれたのではと思います。
今年は例会で BF ファンド捻出委員会対抗オークションな
る物を企画しておりますが、ファンドに関わらず全ての事

9月在籍者
会員

200６年 10 月号

Heart Sharing。

クラブ会長標語
会長 河合久美子

№ ３２０

第一例会
メン
16名
メネット
3名
コメット
名
ビジター
ゲスト
名
計
19名

第二例会
23名
96.2%
5名 (メイキャップ含む）

12名
40名

前月出席率
修正
なし

業において毎年あまり変化がなく「去年と一緒」の一言で
終わってしまう事が多いような気がします。先日のポテト
ファンドで言うと「ポテト買ってよ、売り上げは青少年育
成に役立つし」ただこれだけの行為を新たに何人の方にし
たでしょうか？「昨年並みで良いか」とつい終わってしま
った方も多く居られるのではないでしょうか。同じ行為の
繰り返しが多くついつい「去年と一緒」で終わってしまう
事が多くなりがちです、少しでも新たな事業、手法を通じ
て飽きのこない面白いクラブにしたいと思います。今期ま
だまだ新手のファンド事業を企画中です、ぜひ変化のある
ワイズライフを送れる様「はい喜んで」の精神でちょっと
だけ頑張ってみたいとこの文章を書きながら思った今日こ
の頃です！

切手
現金

0pt
0pt

第一例会
0円
第二例会
17,474円

累計
切手
現金

0pt
0pt

累計
55,184円

ネットファンド
0円

ファンド
年間合計

リトセン秋期準備ワーク報告
2006 年 9 月 3 日リトリートセンター
高山

納

９月３日(日）快晴 ９時３０分より、リトセンワークの始
まりです。吉田Ｙサ委員長の号令により作業開始。ウエス
トの担当場所は頂上近くにあるロッジの内部清掃、外構、
道路、階段、その他の雑草刈です。雑草はひと夏の太陽と
雨を吸収して元気一杯力強く生長しています。まずは草刈
機を拝借して仕事を始めましたが途中で機械がダウン、そ
の横で立山ワイズが黙々と自前の草刈機を駆使して戦闘中、
前面には屋根のゴミを帚（ほうき）で清掃中の吉田Ｙサ委
員長、
「助けて！中原ワイズエンジニア草刈機がつぶれまし
た。」その声に急いで駆けつけてもらって、早速修理開
始・・・・部品が無いので使用不可能。 お昼ですよ！！
ひと汗かいて、カレーライスとてんぷらを肴に缶ビールで
乾杯、自然の中で食事するのは気持ちいいですね。食事も
早々にロッジの内部では引き続き、
河合会長、野田ワイズ、
メネット、コメット、桂ワイズ、岩本ワイズ、大西ワイズ、
中原メネット、全員で床のフローリング、トイレ、浴室、
家具、ガラス窓の清掃、布団の整理整頓、
・・ＥＴＣ、皆さ
ん頑張りましたね。夕刻にはピカピカになりました。炎天
下の中本当にご苦労さまでした。ＹＭＣＡの皆様施設を大
切にしましょう。吉田Ｙサ委員長による〆の挨拶で、定刻
より早くＰＭ３：００に終了しました。
参加者 メン９名 メネット２名 コメット１名 計１２
名

テージ、ギター ピアノの 3 名の演奏でスタンダードから
映画音楽、ジャズ、シャンソン、韓国ドラマ冬のソナタの
主題曲までジャンルをこえた曲目、ハーモニカの音色はな
つかしくもあり、また新鮮にかんじたりして 最後アンコ
ール曲ギャロップコミックはただ“すごい”の一語に尽き
る演奏でした。食事もデザートもおいしくいただきました。
アピールタイムでは、トゥ−ビークラブのアフガニスタン
の子供たちに絵本を贈る事業でパステューユ語に加えダリ
語の絵本が出来上り、それをカブールの子供たちに送るた
めの支援のアピールです すごい事業だとおもいました。
ほか各クラブ紹介、次回部会のアピール等々ありました。
終盤 ナベガンチという楽しいグループの歌とダンスに会
場はもりあがり閉会になりました。クラブ間、メン、メネ
ット間の交流に楽しいときをすごしました。
今回のホストクラブ、センチュリークラブの会長、メン、
メネットの皆様本当にご苦労様でした。

河合会長の入場

屋根に登って掃除をする吉田 Y サ委員長

京都部会
2006 年 9 月 10 日琵琶湖ホテル
星野 淑子
9 月 10 日（日） 滋賀県琵琶湖ホテル瑠璃の間にて第 11
回京都部会が京都センチュリークラブのホストで開催され
ました。ホテルのエントランスに入ると 目の前に小雨の
琵琶湖の景観が広がりすばらしいホテルです PM２：３
０登録開始、2 階で登録をすませ 会場では管弦楽四重奏
団の生演奏で迎えられました。京都部部長主題「百花繚乱」
“飛び出しちゃいました京都を！”そのままです。
15：30〜17：00 第一部式典 京都部、西日本区 18 クラ
ブ 460 名がそろい バナーセレモニーからはじまって開
会宣言 役員紹介、来賓挨拶、次回トゥ−ビークラブのア
ピールと式次第どおり進み式典は滞りなく終了しました。
第 2 部懇親会では、徳永延生氏によるハーモニカ オンス

京都部会に参加したメンバー

第二例会
2006 年 9 月 28 日リーガロイヤルホテル
野田 君子メネット
9 月２８日木曜日リーガロイヤルホテルでメネット例会を
開催しました。
中原メネット会長と、今回のメネット例会をするにあたり
いろいろ案を出し合って、より多くのメネットさんに参加
してもらおうということで、いつもお誕生カード子供たち
に送っている平安徳義会児童指導員の勢力幸人先生をお招
きして、
「養護施設の今日この頃」というテーマで、お話を

していただくことにしました。
日ごろ施設にはお手伝いに行っていますが施設の実態はな
かなか聞くという機会が無い為、この機会にいろいろとお
話をきければいいなぁとそんな思いで企画しました。
そんな甲斐あってか、他クラブのメネットさん、そして
たくさんのゲストの方々においでいただき、活気あるメネ
ット例会ができました。
勢力先生のお話によりますと、
入所の子供達の中には虐待、
育児放棄、
（これは、ニュースなどで予測できましたが）が
多いということでした。親の姿勢も、開き直りのようなこ
とがあり職員が応対に苦労されていると言うお話でした。
ウエストとしては、いつも子供の為に援助を・・・と考え
ていましたが、それはもちろんですが、
“職員さんたちへの
ねぎらうことも忘れてはいけないですね“ということでし
た。
我がクラブの参加メネットの中から、司会立山メネ、大
盛り上がりの中時間がなくてひやひやされたのではなかっ
たでしょうか、でもばっちりでした。食前感謝は私でし
て・・ちょっと重たかったかな・・森田メネ、ニコニコは
大収穫さすがです。中原会長、挨拶をはじめ、すべての段
取り・・ありがとうございました。
（例会前後は仕事そっち
のけ・・中原ワイズ談）受付・会計は山下メネ、快く引き
受けてくれてありがと〜♪
今回、最初から最後までメネットに例会の機会を与えてく
ださいました、会長はじめメンの皆様本当にありがとうご
ざいました。

平安徳義会の勢力先生のお話

広報委員会より広報例会のお知らせ
11 月の例会はファイテン㈱代表取締役 平田好弘氏を
講師に迎え講演会を開催致します。
講演会後、平田社長を交えての懇親会も企画しており
ますのでぜひとも多数のご参加、宜しくお願い致しま
す。
日時
場所
会費

平成 18 年 11 月 24 日(金)
午後 6：30 受付 7：00〜9：30
京都国際ホテル 2F 二条の間
(堀川二条城前)
8000 円

お申込、お問合せは広報委員長 安平まで
e-mail yasuhira@kyoto-west.com

ＹＭＣＡ Ｎｅｗｓ
１．京都ＹＭＣＡ国際協力キャンペーン
今年も１０月１日〜１１月末の期間を京都ＹＭＣＡ国際
協力キャンペーンとして国際協力募金を行います。
国際協力キャンペーンは皆様方の暖かなお志をもとに、世
界の人々が国境や民族を越えて、人間らしい生活の出来る
平和な世界を作り出すために使われます。
京都ＹＭＣＡでは、ここで集まった募金を日本ＹＭＣＡ
を通して、開発途上国の人たちや女性の社会参加自立への
援助や、明日の国際社会支える指導者養成のために使用い
たします。
また、自然災害被災者救援などの緊急支援の為に、若者に
異文化に触れ、平和や貧困について考えてもらえるスタデ
ィーツアー実施を支える為に使われます。
例会にて募金袋を配らせていただきます。どうか皆様方
の暖かな心をお待ちしております。
キャンペーン期間 １０月１日〜１１月３０日
また、街頭募金を１１月５日(日)に予定致しております。
皆様のご協力をよろしくお願い申しあげます。
２．ウインタープログラム受付開始
今年も最高の冬をＹＭＣＡですごしませんか。 スキー
キャンプ、デイキャンプ、鉄棒・とびばこが好きになる教
室を開きます。お友達をお誘いのうえ、ぜひご参加くださ
い。
<スキーキャンプ>
受付◎会員優先 11 月 6 日(月)〜8 日(水)午前 10 時〜午後
6時
お電話にて受け付けます。電話(０７５)２３１−４３８８
期間中Ｅメール・ＦＡＸでも受け付けます。
（２４時間）
E-mail camp＠kyotoymca.or.jp
FAX （０７５）２５１−０９７０
詳しくは
http：//www.kyotoymca.or.jp をご覧くださ
い。
１１月９日(木)午前 10 時から一般の方の受付を開始しま
す。９日からはお電話のみの受付となります。

中原メネット会長の挨拶
<デイキャンプ／鉄棒・とびばこが好きなる教室>

会員優先受付
◎ 会員 11 月 10 日（金） 午前 10 時より
◎ 会員・一般 11 月 10 日（金） 午後 2 時より
お申込み・お問い合わせは ウエルネスセンター 三条 ６
階 電話（０７５）２５５−４７０９ まで
３．英会話 秋期募集のお知らせ 「秋期コース」 １０
月開講 只今、生徒募集中！！
☆初級から上級まで自分の英語力にあったレベルで、とに
かく話せるようになりたい方へ
お知り合いの方でご興味のある方がいらっしゃいましたら、
是非お勧めください。
●中学生英会話・高校生英会話 後期編入生募集
後期コース スケジュール 中学生英会話 2006 年 10 月
12 日(木)〜2007 年 3 月 16 日(金)
高校生英会話 2006 年 10 月 13 日(金)〜2007 年 3 月 16
日(金)
●成人英会話 秋期新入生募集
秋期コース スケジュール
○スタンダードコース 2006 年 10 月 12 日(木)〜2007 年 3
月 19 日(月)
○スキルアップコース 2006 年 10 月 13 日(金)〜2007 年３
月 9 日(金)
○アテンド通訳基礎コース 2006 年 10 月 14 日（土）
〜2007
年３月 10 日（土）
○プライベート＆セミプライベートレッスン
随時受中
○セルフセレクトコース 2006 年 10 月 20 日(金)〜12 月 15
日(金)

10月14日
,15日

(土
日)

10月26日

(木)

10月29日

(日)

１1月 予

ポテトファ
ンド(第一例
会)
第二例会

8:30〜

今出川YMCA
学園際

未定

定

松岡運輸
19:00〜
21:00

今出川
YMCA

抄

10月30日

(月)

三役会

19:00〜

11月 2日

(木)

役員会

11月 3日
11月 5日

(金)
(日)

11月12日

(日)

徳義会ﾊﾞｻﾞｰ
第一例会
ワイズデー
リトセン
オータムフェスタ

19:30〜
21:00
未定
未定

11月24日

(金)

１０月

第二例会
(広報例会)

ホテルフ
ジタ

未定
19:00〜

今出川
YMCA
リーガ
ロイヤル
徳義会
三条
YMCA前
ﾘﾄﾘｰﾄ
ｾﾝﾀｰ
京都国際
ホテル

Happy Birthday
メン
吉田 和雄

１０月

メネット
立山 益子
塚本 由美

他クラブ例会案内

パレス
洛中

日程
11日
８日

第一例会
場所
ブライトン
ポテト

日程
25日
26日

５.リトリートセンターオータムフェスタ
森の中で美味しいお店がお待ちしています。都会の雑踏
を離れて、ご家族やお友達と秋の自然をお楽しみください。
子どもも大人も楽しめるゲームや催しもあります。
日時 11 月 12 日(日) 午前 11 時 30 分〜午後３時
場所 京都ＹＭＣＡリトリートセンター
電話(０７７４)２４−３８３８
入場料 チケットをお求めください。(大人 2,000 円・小
学生 1,000 円・幼児 無料)
駐車場無料
チケットのお求め・お問い合わせは 京都ＹＭＣＡ 三条
本館まで
〒604-8083 京都市中京区三条通柳馬場角
電話(075)231-4388

みやび

４日

三条YMCA

18日

１０月 Ｓｃｈｅｄｕｌｅ

◇今月の聖句の解説◇
ｂｙ：辻中連絡主事
弟子たちは、主イエスから離れた場所で逆風に妨げら
れ、頼るものの無い不安の中に投げ出されたのです。しか
し、私たちがたとえどんなに遠く神から離れ、神から捨て
られたような恐れと不安に怯えても、主は決して私たちか
ら目をお離しになることなく、遠くから絶えず見守り、私
たちに近付いて下さいます。神ご自身が主イエスを通して
来てくださる。これは私たちにとって何物にも代えがたい
喜びです。

お問い合わせ・お申込みは 京都ＹＭＣＡ ＥＮＧＬＩＳ
Ｈ ＳＣＨＯＯＬ (０７５)２５５−３２８７
http://www.kyotoymca.or.jp/language/

10月 2日

(月)

三役会

19:00〜

10月 5日

(木)

役員会

10月 8日

(日)

全国リーダ
ー
研修会

19:30〜
21:00
未定

今出川
YMCA
リーガ
ロイヤル
花背研修
センター

第二例会
場所
ブライトン
全日空
セントノーム

９月

役員会議案書報告

議案１

京都部会登録費、メネット補助を
5,000 円とする。

承

認

議案２

SO 京都に団体会費として、昨年同
様 10,000 円を地域奉仕予算より拠
出する。

承

認

◇編 集 後 記◇
ブリテン委員長 立山 隆一
ブリテン委員長になってから早、3ヶ月が経ちます。
時間の経つ早さを感じております。さて来年1月号より
連載記事を掲載する運びとなりました。ご期待ください。

