
標 語
西日本区強調月間

ワイズデーに呼応した活動計画と実績を、マスメディアに、取り上げても
らう。ワイズメンズクラブの社会的認知度を高め、ワイズメンであること
に誇りをもって、EMCやクラブの活性化につなげましょう。

会 長 牧野 万里子

副会長 安平 知史

書 記 河合 久美子・市橋 清太郎

会 計 島田 博司 ・塚本 勝巳

20～21世紀を生きている私たちは、
貴重な体験者ではないかと思ったり
しませんか？
今まさに日本では、政権交代を迎

え、変わろうとしています。そして
世界も、リーマンブラザーズ破綻を
機に大きく変わろうとしています。
これからどうなるかは未知の世界で
すが、きっと、過去を振り返っても、

激動を越えた後には、成長が待っているのだ、と信
じます。
「諸行無常」常に変化を続けるのですね。
ウエストクラブも、変化をしている時期が来てい

ます。現実の世相とは違って、前向きな希望ある変
化です。その中の一メンバーであることを嬉しく思
います。世代交代というのではなく、ワイズ歴を持
つ知恵と、若い躍動ある感覚・行動がうまくマッチ
ングして、いい雰囲気をかもし出しています。30年
を迎えるウエスト、只今更なる成長へ進行中です。

さて、私は今期、地域奉仕・環境委員長として、
2年前より検討してきた西山《長岡京》の竹林整備事
業を本格的に始動しました。委員会には功労会員で
ある、高野ワイズ･笹山ワイズに入っていただき、年
間計画として、毎月第2土曜日に1時間半の作業を行
うことが決まりました。
まず駐車場完備のため草刈をしながら竹林伐採の

体験をして、数名の指導者的人間を作り出すこと。
又、道具入れ小屋の設置等々、委員会では毎回盛り
上がっております。
いずれは子供達と整備された竹林で、工作をした

り、イベント企画が出来たらと膨らむ話ばかりです。
今は委員会中心の集まりですが、全員に汗を流し

に来てもいいし、竹林浴を楽しんでいただいてもい
いし、夢を語るもいいし、楽しんで、次期へつなげ
たい気持ちで、委員会及び世話役（森田･高野･笹山）
一同切に願っております。
整備土地の契約をいただいた地主様、間に入って

いただいた、長岡京市に感謝申し上げる次第です。

「諸 行 無 常 の 響 き あ り 」
地域奉仕環境委員長 岩 本 敬 子

「強い義務感を持とう！義務は全ての権利に伴う」
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国 際 会 長 主題 ”The Power of One ” 「一つとなる力 」

アジア 会 長 主題 ”The Power of One ” 「一つとなる力 」

スローガン Dreaming Asia Loving Asia 「夢見るアジア、愛するアジア」

西日本区理事 鈴木誠也 （神戸ポートクラブ）

主 題 「すべてのいのちを大切に」

” Love & Care for All the Living Things”

「いのち・平和・環境」 - Life Peace Environment-
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夢をあきらめないで！

会 員 26名
功労会員2名
広義会員1名
特別ﾒﾈ 1名
合計 30名

第一例会

メ ン 20名
メネット 1名
コメット 0名
ゲスト 0名
ビジター 0名
合計 21名

第二例会

メン 24名
メネット 5名
コメット 1名
ゲスト 1名
ビジター 0名
合計 31名

11月会員数 10月例会出席者 出席率 ニコニコ ファンド

ポテトファンド
たんかんファンド

コーヒーファンド 1,322円
シャンプーファンド
みずなすファンド 10,160円
み そファンド 1,000円
合 計 12,482円

Public Relations Wellness

今月の聖句

わたしはあなたがたに最高のみちを教えます。信仰と、希望と、

愛、この三つは、いつまでも残る。その中で最も大いなるもの

は、愛である。 コリントの信徒への手紙13章13節



10月８日（木）三条YMCAにて、塚本会計の司会により、
10月度のオープン役員会が開催た。まず、各担当者より、
９月中に終了した行事やこれからの活動予定に関するほ

うこくが行われ、続く協議事項では、10月～11月の各行
事の実施予定の詳細や、Ｙサ関連の映画会上映支援の件、

次期京都部に役員を輩出する件、他クラブ訪問の実施の

件などについて、活発な意見交換がなされました。

出席者：役員９名 会員１２名

京都ウエストクラブは２０１０年５月創立３０周年記

念例会を迎えることとなりました。３０周年記念事業チー

ムで色々な作業があり「総務チーム」で記念品のことを

相談の結果、メネットで手づくりをすることに決まりま

した。今出ている案では竹炭を布袋に入れてはどうかと

言うことです。「竹炭は西山竹林再生のためメンバーが

活動しています。その竹炭を使用します。段取り（袋の

布、竹炭など）ができ次第、お知らせいたします。

メネットのみなさまのご協力をお願いいたします。

学生時代の補習講座は大変

得意の分野でしたが、この度

は全く初めての講座でした。

本日の講師はお馴染のメンバー

も数多い安井さんの、いえい

え安井先生はワインソムリエ

でもいらっしゃったのですね宜しくお願い致します。

「島原」と「中央市場」を背に一般サラリーマンの家

庭で生まれ育ち、海軍で戦艦伊勢に通信兵として乗組み、

戦地・戦争の経験を父にもつ私は、ガキの頃むちゃくちゃ

厳しくしつけられたように思っています。それでもこん

な程度です・・・・ほっといてんか！

例えば「おぜん」、その頃は丸くて脚がたためる食卓

でしたね。懐かしいなあ～そんな環境での正座から食前

の感謝、お箸、お茶碗等の扱い、食後の感謝といちいち

うるさく言われた事、下町でしたから内風呂が当時殆ん

どの家庭にはないものですから銭湯に行くんですが（い

つもいっぱいでした）、親父に連れられこれが一番恐怖

でしたね。かかり湯から始まり湯船に浸かり、タオルは

絶対浸けたら鉄拳洗い場でも鉄拳、用具の手入れでまた

鉄拳、次客への配慮で出るまで鉄拳、で諸々の大事さや

他人への配慮、つまりモラル・エチケットの基礎を教え

られた訳ですが、それぞれの場面でのマナーは、両者が

備わってこそ成立することで改めて反省させられました。

いやあ～しかし最近欠如している若者が多すぎると思い

ませんか？ 加藤メネット初参加、ビジターの島田恵ワ

イズの手づくりフラワーをありがとうございました。

なお、当日のニコニコ１８，５０５円はスマトラ沖地震

支援金として送金させていただくこととなりました。

9月26日（土）～27日（日）と場所は、たき川旅館でE
MC一泊交流会をEMC委員会主催でドライバー委員会、30
周年PT委員会が協力サポートという形で開催しました。
第一部は、立山EMC委員の迷司会？いやいや名司会で

スタート！アトラクション「格付けゲーム」など等、メ

ンバー笑顔一杯の楽しい時間を過ごせました。メンバー

間のMC強化に絶大なる効果でした。
第二部は30周年PT委員会主催の「朝までワイズ！～30

周年について語ろう！」を開催！ 30周年記念例会の内
容やクラブ自体の在り方について等、本音トークも交え

て遅くまで語り合いました。

例会、役員会だけでは、あまり突っ込んだ話もできま

せんが、年に何回か今回のような企画を設定することに

よって、喧々諤々、これからのウエストのビジョンや問

題点、検討材料が浮き彫りになってより強いクラブにな

るのでは？と思います。

非常に有意義な時間をメンバーが共有する事ができま

した。参加された皆様、お疲れ様でした。

《9月26日一泊例会》 角谷 多喜冶
今回のEMC企画「朝までワイズ」は普段の例会とは違う
感じの一泊例会でした。会場は大変懐かしい感じのする

旅館で思う存分楽しめた感じです。

参加されました皆様のご意見を聞かせて頂き、素直に

感じた事は「ワイズの魅力」は「人」にあり、その逆も

「人」にあるということです。

この一泊例会の議論を踏まえてEMC活動を考えた場合
「ワイズメンの魅力をうまく伝える事」が最大の課題で

はないかと思います。

その後のEMC・ド
ライバー合同委員

会でも一泊例会の

ような活発な議論

が展開さ れてお

り、この熱い議論

の場は理屈を超え

て楽しい気持ちに

させてくれます。ＥＭＣでは今後も塚本EMC委員長を先
頭に「ワイズの良いところをうまく引き出せるような企

画」を考え、実行に

結びつけて行きたい

と思います。当日参

加されました皆様、

遅い時間まで大変お

疲れさまでした。大

変意義のある１日で

あったと思います。

メネット便り
鈴 木 けい子

ＥＭＣ一泊交流会 ドライバー委員長安平知史

第２例会 大人のテーブルマナー講座

ホテルフジタ 10月22日 胡 内 順 一

オープン役員会 河 合 久美子



１０月４日びわこ部部会が、ヴォーリズ建築の記念館

新装なった近江兄弟社学園で近江八幡クラブホストのも

と開催されました。

第一部 式典は近江八幡市長・滋賀ＹＭＣＡ理事長・総

主事・近江兄弟社学園理事長等の来賓の他日本区役員や

一般の参加をを含め総勢約３００名の参加で礼拝「神の

平和」・賛美歌・バナーセレモニーと続き、会場は５階

の礼拝堂。正面窓が大きく荘厳な感じを漂わせていまし

た。

第二部 記念講演は嘉田滋賀県知事「琵琶湖をつなぐ人

と自然」の題で琵琶湖に対する想いを語られました。

知事は埼玉県ご出身、中学３年生の修学旅行ではじめ

て滋賀を訪れて、琵琶湖に魅了され、その後大津に家族

とともに居住して、琵琶湖周辺の農村生活の研究や水環

境カルテの調査など永年にわたる環境の変化や研究成果

をスライドを使って説明されました。

第三部 懇親会は葦を使っての笛の演奏「よし笛アンサ

ンブル」洒落たお弁当によし笛が心地よく響きました。

ＹＭＣＡに深い関わりのある近江兄弟社学園での開催と

知事の琵琶湖への思い、葦の笛と意義の深い部会でした。

ポテトファンド ファンド委員会
ファンド委員 藤 居 一 彦

10月18日（日）快晴の梅小路駅の日本通運にて、桂ファ
ンド委員長の下、朝8時よりポテトファンドが行われま
した。

例年の松岡満運輸より、久しぶりにJR梅小路貨物駅に
戻ってきてのワークで、昨年は男性メンバーの出席が少

なく、人手が足りずにワークがギリギリでしたので、早

くから出席を呼びかけ、お陰さまで今年度は男性メンバー

の出席も多くて、とてもスムーズに進んでいきます。

古くからのメンバーは、ポテトワークは慣れたもので

すが、ニューメンバーは初めての事なので、戸惑いも有っ

たと思いますが、これで来年からもっとスムーズに行く

事でしょう。

今年度はポテト1197個、カボチャ154個と、ポテトの
数はジリジリと減ってきていますが、カボチャは少し増

と大健闘です。

ウエストクラブも、徐々にポテトの数量減少に歯止め

を掛けたく、数年前から何か早急に対策を取りたく協議

はしているものの、中々良い手段は見つかっていません。

誰か良い案を考え付かれたら、是非ご提案をお願いしま

す。将来のウエストクラブの、活動の行く末が掛かって

おります。メンバー21名出席。

ワイズ必携を読ん ブリテン・広報委員 中原一晃
今回この企画でやっと目を通すこことなりました。ワ

イズとは・・・よくここまで論理立てられた数々の文章

はなるほどと感心するばかりで、ほとんどが、ごもっと

もと思える内容ばかりです。確かにクリスチャンの考え

を持ったところから発生しているクラブではありますが

随所に出てくるクリスチャニティはやはり私にはひっか

かるところでもあります。

愛と奉仕の精神は日頃、森田大先輩からの数々のお言

葉で我がウエストの面々は理解し、それなりに実践でき

ているのではないでしょうか？先般一泊例会で久しぶり

にメンバーと長く話す時間を持つことが出来ました。ま

だまだワイズについての話し合いは足りないウエウスト

ですが、これを機会にもっと増やすべきだと気づいたメ

ンバーも多かったと思います。

入会以来1年先まで例会、行事のわかるワイズはどの
予定より優先して積極的に参加してきました。全ての用

事もワイズの行事が先、参加するために段取りをするの

は当然という考えが続いていました。まともな社会人と

認められるようになること、が入会当時の心の根底にあっ

たように思えます。もちろん人と話し、例会に参加し、

社会人としての勉強をしているという思いでした。自分

の勉強のために入った会ですから、休まれるメンバーが

おられることに驚きを感じたのも事実です。今でもそう

ですが、何事も断っては自分のためにならない、参加し

て当たり前。この２つがあるから多くの友人と知り合う

ことができ、多くの考えや違う見方のあることにも気づ

きました。これも多くのメンバーと話す機会や時間がな

せた技と思えます。

最近思うことは、年に２日や３日で奉仕クラブなんで

しょうか？確かに段取りや事前の打ち合わせで動いてい

るメンバーはおられます。色々なイベントに参加しても

当日限りです。特に京都では、ＹＭＣＡをサポートする

とは言いながら、ＹＭＣＡのイベントはワイズメンばか

りが参加し盛り上げている、形を変えた部会の２部のよ

うな気がします。３０周年を控えこの点についても、もっ

ともっとメンバーとコミュニケーションを持ち、愛と奉

仕の精神を前面に出した行動がとれればと思います。

小堀理論をわたし流に読んで
大 西 光 子

私は、退職後ヘルパーの勉強をしてボランティア活動

か何かできたらいいなと考えていた時に、５年程前に友

達に誘われ入会しました。ワイズに入ってからはいろい

ろな行事や奉仕活動にといつのまにか日が過ぎました。

ワイズについては勉強不足のまま今日まで来ています。

そんな程度の私には、森田ワイズに薦められたワイズ

読本の、「奉仕クラブの基本問題について」（元中央大

学法学部教授 小堀憲助）は読み解くことが大変です。

小堀氏の理論は精神的に深く裏打ちされたもので、ハイ

レベルで奉仕の倫理の基本が整然と説かれています。

ワイズ必携とワイズ読本の小窓
びわこ部部会報告会

森 田 直 子



今更なにをと言われるかもしれませんが、入会時にワイ

ズの説明を受けたのに何を聞いていた？ワイズメンとし

てその資格があったのかと今頃考えさせられています。

しかし５年も続いているのは、第二の人生を斜めに構え

送っている私でも、受け入れてくれた心広いウェストの

仲間のおかげとおもいます。

またクラブの例会は、これまで接してきた職場という

限られた社会とも地域とも違って、あらゆる業種の方々

と幅広く、異年齢の方とも親睦できるのも魅力のひとつ

でもあります。（最近は工夫された例会が開かれ楽しん

でいます。感謝、感謝。）

ここには、ワイズの歴史である生い立ち、クラブの特

徴、一業種二会員制でメネット、コメット包含したクラ

ブ組織であること。ＹＭＣＡと共に歩むクラブである。

イデオロギーに片寄らないから、キリスト者であっても

なくてもよい、ワイズメンズクラブの門戸はすべての人

に開かれていなければならない。と書かれてあり納得し

ているところでもあります

小堀論からは、低いハードルですみませんが、少しは

ワイズメン（良質な人）たろうとはしているところでお

許し願います。

９月の第１回竹林ワークは、雨にたたられて作業はほ

とんど進みませんでした。

今回１０月１１日のワークに先立ち、１０日 ９時か

ら牧野会長、岩本地域奉仕委員長と３人で竹林に隣接す

る十数軒のお家にチラシを配りました。

○明日９時から１１時過ぎまで草刈をするので少々うる

さいエンジン音をご辛抱下さい。

○来月から第２土曜日毎に作業いたします。

○ボランテイアです。

○環境問題に取り組み、青少年、地域の人々も巻き込ん

での活動をしたいと思います。等々の説明をさせても

らった所、近隣の方々の大変好意的な反応や、地主さん

対しての、草刈の要望をしても答えてくれない等、会話

の中から色々と情報を頂くことができました本番の１１

日ですが9時に集合をし、3台の草刈機と鎌を使い、南面
の草刈から始めました。作業は誰一人けがも無く、初め

てにしてはかなり能率も上がり上々の滑り出しだったと

思います。

笹山さんがお誘いしたご友人山野さんも加わり、高野、

笹山、牧野、岩本、河合、福田、加藤、松本の９名が心

地良い汗を流しました。

次回予告
１１月１４日（土）

草刈の続きと竹を切る班に分かれて作業をします。

１２月１２日（土）

草刈の終わった所が良い駐車場になるので、杭を打っ

てロープを張り駐車場１０台分を作ります。

ワークを皆さんと共に！

西山竹林ワークニュース
地域奉仕委員 松本忠正

旧友高野忠男君の得度を祝う
森 田 惠 三

パレス時代からの旧友高野忠男君とは、私にとっては
気のおけない３０年を超えるワイズ仲間。私がスポンサー
となった笹山君がパレスに誘ったいわゆる孫会員です。
感性豊かに生きる彼の話には、これまでびっくりさせら
れることが多かったのですが、９月初めのこと、彼の
“ 坊さんになるワ！” の言葉には心底驚かされました。
その後竹林ワークの方向付けなどを相談したいと笹山

君と我が家を訪ねてきたとき、早々と頭を二分刈りして
来たのを見て彼の本気のほどを知った次第でした。
去る１０月１２日私とメネットは、相国寺山内の大光

明寺における得度式に笹山君夫妻とともに招かれ参列さ
せていただきました。大光明寺方丈に着座して待つこと
暫し、きれいに頭を剃りあげ白衣に身を包んだ戒徒高野
君が緊張の面持ちで入場。
有馬頼底相国寺派管長猊下が戒師となられて「戒徒戒

師相見の儀式」のあと、戒師本尊焼香につづいて参列者
全員による般若心経・消災呪回向を唱和。戒師の御前に
額突く戒徒に剃刀三度の「剃髪の儀式」。その厳粛な雰
囲気に思わず息をつめて見守りました。さぞや高野君の
胸中は感激溢れるものだったろうと推察しております。
その後戒徒は一旦退場。戒徒は戒師より授与された黒

衣に数珠を絡って再び登場。その姿はまことに凛々しい
僧侶に変化していました。参列者一同が懺悔文、三帰戒
を唱和。戒師が菩薩浄戒と十重禁戒を唱和されたのに対
し、戒徒が声高に「能く持たん」と応答。僧侶として今
後の守るべきこと、その決意を証すことだそうです。最
後に戒師とともに四弘誓願を参列者一同が唱和して無事
滞りなく「得度式」は幕を閉じたのでした。
おめでとう高野君！君の招待文には「未熟者でござい

ますが、家内没後はや１０年を機として参禅をし、仏門
に入ることと致しました」とありました。メネットさん
と四国八十八ケ寺巡礼の旅を重ねた信仰心の厚い君の心
中に秘めた決意とは言え、心からその勇気に感服する次
第です。
竹工仕事の深いご縁から、臨済宗相国寺派管長・金閣

寺・銀閣寺住職という高名な有馬頼底猊下より、すでに
不窮斎の斎号を授かり、この度の出家で「竺(チク)翁(オ
ウ)」の法名を拝受された君の名誉ある得度式に参列でき
たことは、旧友として心から光栄なことだと感謝してい
ます。
今後の君の在家僧侶としての人生の中で、君が提唱す

る地球環境を守り、青少年の健全育成をワイズメンとし
て自らの奉仕の実践行動で示そうという心意気を、高ら
かにいつまでももち続けられることこそ出家修行にほか
ならないと思います。
お互い老境にある身です。心身を労わりつつともに励

んでまいりましょう。



報告事項
１．議事録作成者指名の件 島田会計

２．9/12（土）西山竹林整備の初ワーク
京都新聞の取材があります。

10/10（土）のワークについて
駐車場の草刈 9:00～11:00までお願いします。

３．9/13（日）京都部評議会について
西日本国区の代議会のあり方について提案あり。

４．9/13（日）京都部会について
洛中メインお礼の言葉いただく。ウエスト出席者メ

ン20名、メネ1名の合計21名
５．9/18（金）３クラブ合同京都部会反省会について

洛中、ウエスト、みやびメンバーにて光悦にて反省

会＆親睦会でした。

６．9/24（木）メネット例会について
色々なことに、メネット主査が感心されました。

７．9/26～27（土、日）EMC一泊交流会「朝までワイズ
を語る会」について

色々な意見や議論がされた。このような場が今後もっ

ともっと増えればいいと思いますし、クラブには必

要である。

８．10/16（金）京都部主催EMCシンポジウムについて
出席者5名

９．1/22 京都部主催チャリティーボーリングについて

11月末 締め切り 場所はしょうざん パレスクラブ

サポートにて。徳義会にお声掛け

10．9/12（土）六甲部会について
牧野会長、森田ワイズ、胡内メネの3名出席。YMCA
のチャペルで盲目の方のピアノ演奏とお話でした。

11．9/19（土）阪和部会について
参加人数約80名 大阪南YMCAにて 部会を盛り上げよ

うと努力されていた。中原出席

12．9/23（水）トゥービークラブEMCアワーについて
牧野会長、野田ワイズの2名出席。パレスクラブの
大野ワイズを講師に自クラブを元気にしようという

気持ちが感じられた。

13．10/4（日）びわこ部会について
メン4名、メネット1名の出席。近江兄弟社にて
嘉田滋賀知事の講演がありました。

14.２月の三役会の日程変更について
1月28日(木)に変更

15．次々期会長選出に関する件
年内に内定し、1月の総会にて決定する。

16．30周年PT 進捗状況について

10/16企画運営委員会 10/30総務委員会開催
17．各事業委員長からの報告（委員会の開催状況他）

協議事項
１．前回議事録承認の件 承認

２．10/22（木）10月第二例会について
フジタホテルにて、大人のテーブルマナー講座開催

３．11/26（木）11月第二例会部長公式訪問について

竹林について高野ワイズにお話していただく。

４．10/18（日）ポテトファンドについて
個別配送について早急に調べお知らせする。

５．11/1（日）ワイズデー＆国際協力街頭募金について
参加を募ってください。ワイズデー7名 午後より8
名 集合場所はおって連絡

６．11/1（日）国際協力街頭募金（Yリーダーの参加）
について

わんぱくチャレンジキッズのリーダーと子供達 15
名+15名の合計30名

７．11/22京都みやこ作業所バザーのサポートについて
西院小学校にて。詳細は後日おしらせ

８．京都Yわんぱくチャレンジキッズ・クラブ映画会上
映の支援について

YMCA、ウエスト、メイプルのサポートにて来年1月
～2月上映予定。

９．西日本区代議員会のあり方について

代議委員会の議案書を事前に各クラブで検討という

システムが必要

10．次期京都部役員（地域奉仕事業主査）輩出の依頼に
ついて

輩出することはクラブが元気になるので出してはど

うか。を議案とする。

11．他クラブ訪問について
11月くらいから三役で5クラブにしぼり何人かをグ
ループにわけお知らせし訪問してもらう。

12. 30週周年記念例会 IBCからの出席者の人数の件
総務委員会にて検討していただく。

決議事項
議案１ 10月例会の登録費を、メネット5,000円、ゲス

ト7,000円とする。 承認

議案２ 次期京都部役員（地域奉仕環境主査）にウエス

トクラブより輩出する。 承認

紅葉の季節となりました。山の木々も、緑一色からそれ

ぞれ個性ある色に変化しながら、一生

懸命に生きているように感じられます。

11月は、Public Relationｓ Wellnes s
の強調月間です。

11月もワイズデー、街頭募金を始めと
し、多くの行事が開催されます。

外部にワイズをアピールするのにいい機会です。 一つ

一つの行事を通じて、大いにPRをしていきましょう。18
日のEMC交流会については、EMC委員会が中心となり、楽
しい企画を考えております。一人でも多くのゲストをお

誘いし、皆で盛り上げたいと思います。そして共感を持っ

ていただけた方をクラブへお誘いしましょう！クラブの

メンバー一人一人が広報マンです。山の木々のパワーに

負けないように、頑張りましょう！

気候の変化が激しい季節、体調の

管理に気を配ってくださいね。

９月 役 員 会 議 事 録 ２１年10月8日
京都ＹＭＣＡマナホール 19：00～

会長メッセージ



京都YMCAの使命では「人々の出会いを通じ、互いの人権を尊重し」「い
のちあるすべてのものが共に生きる平和な世界を築く運動を展開します」
としています。今日の社会の現実としては、他者を傷つけ、いとも簡単
に命をも奪ってしまう事件が起きてしまっています。また弱者はさらに
差別され、追いやられてしまうことさえあり、このことが矛盾とはされ
ない状況が更に進んでいるようにも思えます。星野富弘さんによる「同
じ大切」という詩があります。「暗いより明るい方を 遅いより早い方
を 静けさよりにぎわいを」 いつから片方ばかり求めるになってしまっ
たのか どちらも同じ大切。１１月にも、多くのプログラムを通じて
青少年を育み、且つ私たち自身が社会の課題と向き合うことで、共に生
きることのできる社会への変革ができることを願っています。ご支援、
ご協力をお願いいたします。 総主事 神 埼 清 一
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。
と き １１月１３日(金) 午後６時３０分から
会場 京都ＹＭＣＡ 地下 マナホール
テーマ
｢いま地球市民として生きるために-世界飢餓人口１０億人を超えた今-｣
講 師 清家弘久氏〔日本国際飢餓対策機構 啓発総主事〕
参加費 ５００円〔学生３００円〕含む茶菓代
２．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。
日時 １１月１５日(日) 午前１１時（開会）～午後３時（閉会予定）
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）

※各クラブ、ＹＭＣＡ三条本館でチケット販売致しております。
京都ＹＭＣＡ三条本館、京阪宇治駅、ＪＲ宇治駅よりマイクロバスあり

〔有料予約制〕

３．国際協力募金街頭募金にご参加を

１１月１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。

日 時 ２００９年１１月１日（日）１３：００～１５：００

１３：００ 各募金場所に現地集合 １３：００～１５：００街頭募金

募金場所：三条河原町、三条大橋、四条河原町、四条烏丸、京都駅等

約10ヵ所１６：００募金集計終了後、解散（京都ＹＭＣＡ三条本館）
☆雨天決行 警報の出る可能性のある場合の実施については当日午前10
時に判断します。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・デイキャンプ受付会員優先

11月５日(木)～９日（月）午前１０時～午後６時 お電話にて受け付け

ます。※日曜除く 電話(０７５)２３１－４３８８
ただし上記期間に限りＦＡＸ・Ｅメールでも受け付けます。(２４時間)
ＦＡＸ075-251-09 E－mail campmoushikomi＠kyotoymca.or.jp
１１月１０日（火）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。

５.ボランティアセミナーのご案内
がん患者さんとそのご家族へ 第３４回 苦しみ、悩み、不安を共有

しませんか。

この会は患者さんとそのご家族が抱いている苦しみや悩みについて、

患者さん同士、そのご家族同士が話し合い、がんとうまく付き合うため

の情報交換の場です。

日 時 2009年１１月２１日（土） 午後７時～９時

場 所 京都ＹＭＣＡ(三条柳馬場)
参加費 お一人 ３００円(お茶代等)

編集後記

◇前号の「中西部部会報告」は「阪和部部会報告」
の誤りでした。お詫びいたします。

◇今回の特ダネは、何と言っても当クラブの功労会員
高野ワイズの得度を祝う記事です。
いつの日か高野ワイズが、「イエスキリストの愛」
と「佛の慈悲」の真髄には相互通じるものがあるこ
となどの、お話しが聞けることを楽しみにしていた
いものと思います。

（編 集 室）

ＹＭＣＡＮＥＷＳ

１１月

誕 生 日 メネット

9 日 中原 一晃 13 日 島田 由美子

17日 大西 光子 26 日 辻中 博子

結 婚 記 念 日

9 日 立山隆一･益子

11日 大西光子･洋

14日 野田泰伸･君子

12/1 (火) 三 役 会 19:30 三条YMCA

12/3 (木） ｵｰﾌﾟﾝ役員会例会 19:00 三条YMCA

12/19 (土) ｸﾘｽﾏｽ例会 後報 しようざん

12/28 頃 ｳｪｽﾄ忘年会 未定 未定

１１月スケジュール

１２月スケジュール

11/1 （日) ワイズデー2009 10:00 ひとまち交流館

11/1 （日) 国際協力募金 13:00～ 後報

11/12 (木） ｵｰﾌﾟﾝ役員会例会 19:00 三条YMCA

11/14 (土) 竹林ﾜｰｸ 9:00～ 長岡京市

11/18 (水) ＥＭＣ交流会 後報 ｢ きらら｣

11/22 （日) みやこふれあいまつり 後報 西院中学校

11/26 (木) 例会部長公式訪問 19:00 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ

Happy Birthday ＆ Anniversary

11月26日（木）PM7：00～リーガロイヤルホテルに
て11月例会を開催いたします。
今回は京都部 部長公式訪問もあり、30周年を節目

に新たなるウエストの挑戦となるであろう「西山竹林

再生事業」について、 高野ワイズにお話を頂きます。

11月例会も多数のご参加、宜しくお願いします。

1１月 例 会 案 内
ドライバー 安安 平 知 史


