
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

 
 

 
              

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
広報について     広報委員長 安平知史                     

 京都部はＹ’Ｓのメンバーが沢山

おられ全国のＹ’Ｓ全体からみても

非常に活発な地域です。しかしなが

ら、ロータリーやライオンズに比べ

て、同じような歴史がありながら、

あまり知名度がありません。先日、

京都部の広報に出すアンケートでメ

ンバーの回答を集計していた中の意

見に「ワイズメン以外のへのＥＭＣ、

広報としての媒体の活用。内容が内向きすぎるように思いま

す。」といった意見がありました。それを見てハッと思うのは私

だけでしょうか？日々、在籍するメンバーが感じるこのクラブ

の魅力をもっと、もっと皆に伝える手段はないのでしょうか？ 
今期、河合会長に広報委員長を命じられ、どのように広報活動

をすればいいのか？色々と考えてみました。 
パンフレットやポスター、ホームページの配信等など大切な広

報活動の一部ですが、写真や記事等は間接的な広報活動であり

間接的な広報の一番の良策は、ワイズに関わる人から伝わる広

報ではなく例えば駅のポスターや新聞広告の折り込みチラシ的

な、調べてみたい、見てみたいと思う人だけが見るようもので

は無く、無差別に不特定多数が視覚的な部分からウエストクラ

ブという名前を目にするという部分でステッカーを作成しまし

た。自家用車に貼ったり、事業用の車に貼ったりと…なんか知

らんけど最近 『THE Y'S MEN'S CLUB OF KYOTO WEST』
ってステッカー目にするな～的、効果を期待しつつ… 

もうひとつ直接的な広報では、取りあえず沢山のゲストにウエ

ストの例会に来てもらうことが、参加されたゲストに実際にク

ラブの雰囲気を見てもらい、そしてメンバーの人柄に触れても

らう事が最大の広報では？と思いました。 
最近の例会もドライバー委員長の高山Ｙ’Ｓをはじめ塚本Ｙ’

Ｓが興味深いゲストスピーカーを呼び開催され非常に意欲的に

頑張っておられます。そういう流れで広報委員会として予算も 
頂いていますので，その拡大版を…と「広報 100人例会」を企
画しました。 
今回はトゥービークラブの畑本メネットさんの絶大な協力を頂

き「（株）ファイテン 平田社長」をゲストスピーカーに、お迎

えし話題満載の講演会と、その他アトラクションを開催します。 
メンバー皆さんのご協力がないと成功しません。メンバー一人、

一人が広報、ＥＭＣ委員になったつもりで強力なご協力をお願

い致します！ 
 参加されたゲストが即！入会するように、勧誘、勧誘と、いっ
た考えではありません。参加されたゲストがウエストクラブに

関わる最初のキッカケになり、メンバーと一緒に例会を楽しん

で頂き、メンバーの人柄に触れ、少しでも興味、関心を持って

頂くのがコンセプトです。これを最初に２回、3 回と例会に足
を運んでもらえるようになれば大成功です。 
奉仕活動、クラブ運営など活発で楽しく、時には勉強になるよ

うな勢いのクラブには、活発な活動＆沢山のメンバーが必要で 
す！ウエストクラブ設立当初は今までのワイズメンでは考えら

れないスタイルや斬新な活動を、どんどんと、やってこられメ

「それゆえ、あなたがたは、心から喜んでいるのです。今
しばらくの間、いろいろな試練に悩まねばならないかもし
れませんが、あなたがたの信仰は、その試練によって本物
と証明され、火で精錬されながらも朽ちるほかない金より
はるかに尊くて、イエス・キリストが現れるときには、称
賛と光栄と誉れとをもたらすのです。」 

ペトロの手紙１ 第１章 6-7節 

11 
 

№ ３21 

200６年11月号

10月在籍者
会員 切手 0pt 第一例会

26名 メン 19 名 21 名 現金 0pt     0  円
広義・功労会員 メネット 1 名 3 名 (メイキャップ含む） 第二例会

0名 コメット 名 名 11,000 円
ビジター 名 名 前月出席率 累計
ゲスト 名 6 名 修正 切手 0pt 累計

合計　　　　　26名 計 20 名 30 名 なし 現金 0pt 66,184 円

第一例会 第二例会

Public Relation : Wellness 

THE Y’S MEN’S CLUB OF KYOTO WEST 

BAMBOO 
WEB版 

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－」 

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 



 
ンバー皆が燃えていたとと、以前、例会で森田Ｙ’Ｓにお話し

頂き、「え！そうやったん？」って正直ビックリしました。何と

なくそいう部分が今のウエストに欠けているんではないでしょ

うか？その熱い思いを、今一度！ウエストクラブに吹き込んで

益々勢いのあるクラブになって欲しいと感じております。って、

えらそうに書いてしまいました。すみません。 
最後に…これからの広報事業としてはは、ＥＭＣ委員会の事業

と、かなりリンクしており、例会運営のドライバー委員会、紙

面の広報のブリテン委員会とコラボレーションし一体となって 
今までよりも活発な活動が重要になると思います。 
 

全国YMCAユースリーダー研修会 
平成１８年１０月８日(日) 花背山の家 

大西 光子 
今年は京都で、全国からＹのリーダー達が１５０名集い、研

修が開催されるということで、Ｙサ委員会中心にいろいろと検

討がなされ、在京ワイズがつくる「世界の料理」を食べながら

リーダー達と交流と理解を深める昼食会に決定。 
ウェストは得意の「四川料理：中華スープ・エビチリ」でサ

ポートしました。 
当日吉田Yサ委員長、岩本ワイズは８時三条Yから先発、我々
後発隊は京都駅から９時に各車でいざ「花背山の家」へ、某氏

の車に乗ったとたん「実は８時前から来まして・・・皆さん来

てないし電話しても留守電で、やっと通じたら９時や！・・・

それからスタバでコヒーですわ」朝はよからご苦労様です。  
 一度あることは二度あるいやな予感！です。市外へ出るこ

ろから「この道でいいの？」、「ナビのいうとりやで！」、「この

ナビおかしいで、大阪で安うこうたん？」「なんで遠回り？」「ナ

ビに聞いてよ！」と同乗者は不安にかられ、後部座席もしっか

りシートベルト。そのうち秋空も某女史に敬意を表しやっぱ

り！雨が。大原を過ぎるとうっそうとした山道のS字カーブが
次々と目の前に迫り、窓からはお山の霊気が入り込み、谷底に

吸い込まれそうになりながらやっと到着しました。（百井峠は、

対向不可能区間多し危険注意すべし）    
山の家野外センターでは、多くの先発隊や他クラブも活動中

でした。すでに野田ワイズ達が中華スープなべを火にかけてお

られ、エビチリの準備も野田、中原メネット達が手際よく、み

んなで連携し素早く出来あがりです。寒い中食器を運んだり洗

ったりワイワイ口も手もよく動きました。エビチリ４０人分は

分けて、テーブルへ。中華スープ予定の倍１００人分も配り好

評で終了。昼食会をサポートしながら交代で食事を調達し他ク

ラブのうどん、そば、ピザ、カレー、わらびもち、団子等を少

しずつ味わい楽しみました。 

 
昼食会参加のワイズ、リーダー達は場所の関係から限定席の

グループで、自由にお料理を好きなだけ選べる事はできず残念

でした。お料理の量が十分行き渡らなかったのではと反省して

いるのは私だけでしょうか。 

限られた時間のなかで、若い人達とワイズメン双方が互いの

活動を発表し少しでも理解し合う機会がもてたことはよかった

ですし、みんなのパワーをもらった１日となりました。（若い人

達とたくさん交流できてルンルンの某氏は、終わりよければす

べてよしでした。） 
吉田、岩本、河合、桂、高山、中原、野田、牧野、星野、大

西ワイズ、中原、野田メネット、野田コメット。 
 

10月 14日（土曜日）午前７時半 好天に恵まれ松岡満運輸
㈱京都営業所にてポテトファンド配送作業が行われました。A4
の看板チラシ？を見てジャガイモを買いに来られた方にお見せ

する為、ジャガイモの箱を開け私も初のご対面！土がついてい

て美味しそう！ 
大きなトレーラーの中からルートごとにみんなでリレー積荷

作業。無事最後の数があったときはホッとしました。お車を出

していただいた中村、松本、島田、中原、市橋、野田、立山、

星野、大西ワイズ ありがとうございました。とっても助かり

ました。多大なる貢献をいただいたお買い上げトップスリーの

森田、山下、松本ワイズありがとうございました。売れ先も決

まってないのに多く買っていただいた方もいらっしゃると

か・・・ご協力感謝致します。 皆様のご尽力のおかげで昨年

の注文を上回る結果となりました。ありがとうございました。

ファンドの意味もやっと分かりかけた新米ファンド委員の安川、

初めての参加とはいえ、ニード喚起のパンフ作成や荷札、シー

ルの用意など山下委員長のお手伝いが出来なかったことを深く

反省しております。次回は私ももっとお役に立てるよう頑張り

たいと思います。お忙しい中参加していただいたメンバーの皆

様翌日お体の方は大丈夫でしたか？お疲れ様でした！

 
 

10月21日(日)秋晴れ 澄み切った秋空に片流れの赤い屋根。

手入れの行き届いた芝生にハーブの庭。戯れる2匹の白い犬。

高山ドライバー委員長の丹波別荘にて第2回楽楽会が開催され

ました。参加メンバーでＢＢＱの準備から始めます。野菜はご

近所様からのおすそ分けで新鮮そのもの。年季の入った女性メ

ンの手にかかればワイズかぼちゃも大根の葉もおいしいサラダ

に漬物に！調達されたお肉は高級但馬牛。ワイズの催しの多い

この時期に、ひとときの休息を得てみんなで乾杯し、久しぶり

の再会を喜んだり、芝生で寝ころんだり、思い思いの話に花が

ポテト配達ワーク 
平成１８年１０月１４日(土) 松岡運輸 

安川 洋子 

第二回楽楽会 
平成１８年１０月２２日(日) 丹波町高山ワイズ邸 

中原 優子メネット 



 
さきます。3 時になるとみんなであぜ道を歩いて黒大豆の枝豆

狩りにでかけます。お野菜をくださったおうちの畑で枝豆を捥

ぐのです。そこのご夫妻はとても親切でよく働き、高山ワイズ

のよき隣人だそうです。持ち帰った豆はさっそく茹でてみんな

でいただきました。おみやげもどっさりいただき、夕陽が傾き

かけたところでおひらきとなりました。家は隅々まできれいに

掃除してあり随所にもてなしの心がしつらえてあって、家事一

切の面倒くささや、ご近所づきあいなど、主婦にとっての憂き

世の義理がなんでもないことのように思えてきます。心荒む時

代にこんなにあたたかい人たちがいることがうれしいと桂ワイ

ズのゲストもよろこんでおられたようです。どうもわがクラブ

のドライバー委員長はあこぎな我利我利亡者ではなさそうです。

報酬を求めず人のために尽くすことを身をもっておしえてくれ

るりっぱなワイズメンなのですね。そしてそのまわりにはいつ

もの仲間たちが･･･。ウエストＯＢの寺井ワイズ、胡内ワイズも

お変わりなく、それぞれの場所でクラブの行く末を見守り、ま

たの再会を楽しみに、お名残惜しくもみんなで別荘をあとにし

ました。ご参加のみなさまおつかれさまでした。高山ワイズあ

りがとうございました。 

メン8名メネット1名ゲスト3名の参加でした。 

 

１０月２６日木曜日ホテルフジタ藤ノ間で部長公式訪問例会

を開催しました。定刻通り７時から開会点鐘、会長の挨拶と進

みゲストと紹介。今回司会予定だった藤居ワイズがちょっと遅

れた事がイレギュラーでしたが、高山ワイズの代打司会で難な

くクリアー！京都部部長 大槻信二様、京都部ファンド事業主

査 柳 慎司様、京都部交流事業主査 村田嘉樹様、桂ワイズ

ご紹介の青木公子様ご出席有難うございました。皆さん話上手

な方ばかりで感心して聞いていましたが、特に柳ワイズの楽し

い会話術には聞き入ってしまいました。今回の食事でしたが、

私たちのテーブルだけかもしれませんが「おいしかった」との

声がかなり多かったと思います。今回は２部制。司会も藤居ワ

イズにバトンタッチ！会長のご紹介、大柿美里様、辰己美行様

の｢フルート＆ピアノ演奏｣が始まりました。生演奏で聞くフル

ートは始めてで何かセレブにでもなったかのような気持ちにな

りました。知っている曲を選曲していただき、私でも聞きやす

い演出はさすがだと思いました。Happy Birthday、Happy 
Annivaersary と続き、次回アピールを安平ワイズからの 100
人例会！楽しみにしています。今回は場所も変わり、ちょっと

気分も変わり、私にはすごく楽しい例会でした。 
 

 
京都部部長 大槻信二ワイズのごあいさつ 

京都ＹＭＣＡ国際福祉専門学校学園祭 
１０月２９日(日) 今出川YMCA 

吉田 和雄 
１０月２９日、今出川の京都ＹＭＣＡ国際福祉専門学校の学

園祭が行われました。昨年までは２４時間チャリティマラソン

のサポートをしていましたが、今年からは食事の提供に変更さ

せていただき、「みたらし団子」に初挑戦しました。やはり、初

めてということで団子の焼き方なども試行錯誤し、当初戸惑い

もありましたが徐々になれ、隣のめいぷるクラブの焼きそばの

焼く音、匂いなどに押されながらもなんとか用意した２００本

を完売。売り上げの６，３００円は全額国際協力募金に寄付し

ました。途中、徳義会の子供たちも来てくれ楽しんで帰ってい

きました。心配された雨も降らず無事終了、参加された皆様お

疲れ様でした。 
参加者：メン７名 

 
 
 
 

10月  役員会議案書報告 
議案１ 次期京都部ファンド事業主査に中

村ワイズを輩出する件 
承 認 
 

議案２ 10月ＢＦ例会を通常例会に、２月第
二例会をＢＦ例会に振替える件 

承 認 
  

議案３ 11月第二例会（広報例会）例会場を
リーガロイヤルホテルから京都国
際ホテルに変更し、ゲスト会費は
8000円とする。 

承 認 

議案４ クリスマス例会のＰＴ委員長は高
山ドライバー委員長とし、委員は委
員長に一任する 

承 認 

議案５ 11/26「みやこふれあいまつり2006」
にウエストクラブとして出店する。
予算は地域奉仕予備費より拠出す
る 

承 認 

議案６ ブリテン内製化を半年間試行する 承 認 

 
ブリテン委員会より訂正とお詫び 

ブリテン10月号(No.320)にて記事執筆者の誤記がありました。
京都部会の報告記事が野田康伸ワイズとなっておりましたが、

正しくは星野淑子ワイズでした。お詫びして訂正致します。 
 

第二例会(京都部部長公式訪問) 
１０月２6日(木) フジタホテル 

塚本 勝巳 



１1月 Ｓｃｈｅｄｕｌｅ 
10月30日 (月) 三役会 19：00～ 今出川YMCA 
11月2日 

(木) 役員会 19：30～ 
リーガロイ

ヤルホテル 
11月3日 (祝) 徳義会バザー 未定 平安徳義会

11月5日 

(日) 

第一例会 （国

際協力街頭募

金） 

12：30～ 三条YMCA

11月12日 
(日) 

リトセンオー

タムフェスタ 
未定 

リトリート

センター 

11月24日 
(金) 

第二例会（広報

例会） 
19：00～ 

京都国際ホ

テル 

11月26日 

(日) 

みやこふれあ

い祭り（みやこ

共同作業所主

催） 

未定 西院中学校

１2月 予  定  抄 
12月4日 (月) 三役会 19：00～ 今出川YMCA

12月7日 (木) 役員会 19：30～ 
リーガロイ

ヤルホテル

12月14日 (木) 

第一例会（BF

ボーリング大

会） 

未定 
しょうざん

ボウル 

12月16日 (土) 
第二例会（クリ

スマス例会） 
18：00～ 東急ホテル

１1月  Happy Birthday 
メン メネット 

中原 一晃 島田 由美子 

 大西 光子 辻中 博子 

   

１1月  Happy Anniversary 
メン メネット 

立山 隆一 ・益子  

 大西 光子・洋  

 野田 泰伸・君子  

１1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 12日 オータムフェ 22日 ブライトン 

洛中 5日 ワイズデー 22日 全日空 

みやび 1日 三条YMCA 15日 セントノーム

 

 
ＹＭＣＡ Ｎｅｗｓ 

１．世界ＹＭＣＡ・ＹＷＣＡ合同祈祷集会 

  毎年 11 月第２週は、世界ＹＭＣＡ・ＹＷＣＡ合同祈祷週

として、同じ日に全世界に広がる両団体で熱い祈りがささげ

られます。京都ＹＭＣＡでは、今年も昨年につづいてＹＷＣ

Ａと合同で祈りのひとときをもつべく計画しております。 

  と  き   11月 13日(月)   開場 午後 6時 30分   

  会 場   京都ＹＷＣＡ(上京区室町町出水上る) 

  テーマ ｢生き方を変え、コミュニティを変革する｣   

 参加費 500円(簡単な軽食を用意します。)        

２．施設改修資金募集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。送迎バ

スあり(事前申込要)。 

  日時  11月 12日(日)   午前 11時 15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 2000円 小学生

1000円  幼児無料）駐車場無料 

 ※チケットのご購入が施設改修資金になります。 

３．国際協力募金街頭募金にご参加を 

  １１月５日(日)は京都ＹＭＣＡ国際協力街頭募金の日です。

このプログラムは京都ＹＭＣＡ国際協力キャンペーンの

一環として行われます。平和を訴えていく一つの機会とし

て、是非ご参加・ご協力ください。 

 日程 11月５日(日) 集合 午後12:30京都ＹＭＣＡ三条本館 
国際理解セミナー (国際理解・国際協力にいて) 午後

12:45～午後 1:30 

  街頭募金 午後２時頃～午後４時頃 解散 午後４時
30分京都ＹＭＣＡ三条本館 
   募金場所   三条河原町・三条大橋など市内 10ヶ所 

※ 雨天決行(警報の出る可能性のある実施については

当日午前１０時に判断いたします。天候不順の場合

は事務局にお問い合わせください。) 

※ 当日昼食を済ませてご参加ください。 

４．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 

上記に限りＦＡＸ・Ｅメールでも受け付けます。(２４時間) 

FAX(075)251-0970 E－mail camp＠kyotoymca.or.jp 

11月９日（木）からは会員外の方の受付が開始されます。

お電話のみの受け付けとなります。 

チケットのお求め・お申込み・お問い合わせは  京都ＹＭＣ

Ａ  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 FAX(075)251－0970     

E-mail: kyoto@ymcajapan.or 

 

◇編 集 後 記◇   ブリテン委員長 立山 隆一  

10月も色々な行事が多くメンバーのみなさんには急な原稿 

の依頼にも快く対応していただき有難うございました。 

11月も行事も多くまた急な原稿の依頼をするかと思います

がよろしくお願いいたします。 

11月に入っても暖かいに日が続きます。紅葉も少し遅れて

いるみたいです。温暖化が原因でしょうか？ 

行楽に出かける時はマイカーはやめて公共交通機関で動き

ましょう。歩くのが自分・地球にも一番良い事です。 

 

◇今月の聖句の解説◇      ｂｙ：辻中連絡主事

「今しばらくの間」と記されています。神様が私たちに与

えようとされる試練は、神が許された範囲内での試練であ

り、永遠にまた無限に続くものではありません。また、試

練には目的があります。神がお与えになる試練は、私たち

の内から不純物を取り除き、純化することです。私たちは

信仰の試練を通して練られ、励まされ、強くされて、さら

に磨きをかけられていくのです。 
 


