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「強い義務感を持とう！義務は全ての権利に伴う」
標

西日本区強調月間

語

国際会長 主題 “Once More We Stand”「心新たに立ち上がろう」
ｽﾛｰｶﾞﾝ“Build a Bridge to the Future”「明日への橋を架けよう」
アジア会長主題“Once More We Stand”「心新たに立ち上がろう」
ｽﾛｰｶﾞﾝ “Realization of World Peace through
Y'sActivities” （ 世界平和をワイズの手で）
西日本区理事 仁科保雄 (京都キャピタルクラブ）
主題 “Forward with Y'smen's spirit in oue hearts”
「飛翔たとう ワイズスピリットを胸に」
副題“ Let's meet challenges with calmness ”泰然自若の精神で

第31代
会長標語
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意識をもって活動に参加しよう。自己の成長と共に
クラブの求心力を高めよう！
新山兼司ＥＭＣ事業主任

一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、
一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶ
のです。
コリントの信徒の手紙一 第12章26節

未来へKick Off
〜温故知新〜
そして新たなるステージへ

会 長

安平 知史

副会長

島田 博司

書 記

野田 泰伸 ・ 藤居 一彦

会 計

立山 隆一

かし大きなウエートを占めていることも確かです。
そう思うと現在のメンバー広義会員含め25名ですがやは
り毎年言われていることですが最低30名は必要かと思い
厳しい残暑がようやく和らぎ少しず ます。
11月には島田EMC委員長の企画で新入会員増強例会が開
つ秋を感じる季節になってまいりまし
催されます。そこで一人でも多くの人に参加していただ
た。
さてクラブとして節目の30周年が終わり、40周年に向 く為にも今からメンバーが一人でも多くの方に声を掛け
けスタートした安平期も早3ヶ月が経とうとしております。る事が会員増につなげる第一歩だと思いますので今から
私も今期、三役として安平会長を影から支える立場に 多くの方に声掛けをお願いいたします。
それと10月・11月と各事業の行事も多く有りますが日
なりましたが、仕事の都合もありすべての例会・行事に
参加出来ずご迷惑を掛けている事に反省をしております。程を調整していただき少しでも多くに参加、協力してい
さて前期は30周年事業と言う大きなイベントがありそれ ただく事。そして月一回の例会には100％の出席を目標に
に向かってメンバー全員が一丸となり動いていた事もあ 各メンバーが掲げ行動することによって今のメンバー数
り、その反動が少し出ているのかもしれませんが、この でも活気、元気が感じられるようになると思います。
もうそろそろ30周年疲れから抜け出し、残り9ヶ月安平
ごろのオープン役委員会及び例会に出席していて感じる
ことは何か静かで少し活気がないように感じてしまうの 期をみんなで盛り上げて行きましょう。
以上、色々と偉そうな事を書きましたが、私なりに今
は私だけでしょうか？それと、メンバーが5名も減った事
期に入って感じた事を書かせていただきました。
も大きく影響しているのかもしれません。
ではこの続きは10月一泊例会で
メンバー数＝活気。だけではないとおもいますが、し
今期に入って感じていること
会計
立山隆一

メンバー数

会員
２４名
功労会員 １名
特別メネ １名
合計 26名

ニコニコ

例会 出席者

第一例会
メン
17名
メネット
1名
コメット
1名
ゲスト
０
ビジター
０
合計
19名

第二例会
メン
15名
メネット
5名
コメット
0名
ゲスト
3名
ビジター
名
合計
23名

100％
ﾒｲｷｬｯﾌﾟ含む

第二例会
￥

前月出席率
修正なし

累計￥26120

ファンド
ポテトファンド
たんかんファンド
みかんファンド
コーヒーファンド
ｼｬﾝﾌﾟｰﾌｧﾝﾄﾞ
水なすファンド
ﾗｰﾒﾝ・ｶﾚｰみそ
合
計
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リトセン秋の準備ワーク報告
９月５日(日）
Yサ委員長 河合久美子
連日の猛烈な暑さの中、
京田辺市で今夏最高39.9
度を観測し
たと いう 9月
５日（日）、
宇治のYMCA
リトリートセンターにおいて、秋のワークが行われま
した。
前回はサバエのサポートに回り、開設
ワークをお休みしたため、リトセンを訪
れるのは久しぶりでした。 男性５名、
女性５名、合計10名のメンバーが参加。 ウエストは
恒例のメインロッジ＆新宿泊棟の清掃担当で、AM9時半
から、各部屋
の掃除機掛け・
窓拭き・網戸
洗い、トイレ・
浴室・洗面所
等水回りの清
掃、暖房器具
や建物周辺の
掃除等、分担
して作業を行
いました。 屋内作業のみであったのはラッキーでし
たが、それでも全員軒並み汗だくとなり、熱
中症予防のためしばしばロッジのロビーで水
分補給＆休憩。
開設ワーク時に綺麗にしてもらって間近いためか、
ホコリや虫の死骸など、それほど目立つこともなく、
早目に終了しました。
猛暑の中、野外で草刈りをされているクラブは、さ
ぞ大変だったことでしょう。
グローバルクラブさんが前日から泊り込んで煮込ん
で下さったカレーを美味しくいただき、昼食後、解散
となりました。参加の皆さん、お疲れ様でした。
参加者：安平・島田・中村・中原・福田・岩本
大西・桂・牧野・河合
オープン役員会

９月１６日（木） 三条YMCA
ブリテン・広報 中原一晃

三条ＹＭＣＡ２０５号室がウエストの役員会の場所
となり、この役員会の後の懇親会でいかに多くの話が
出、多くの語らいがあったか。そうです、懇親会こそ
参加しないと親密に、意見の言い合いや思いのぶつけ
あいが出来ません。11月のワイズデーはクラブ広報と
しましても気になるところです。ワイズデー自体は広
報の担当ですが、今年の京都部はサポート先や地域を
巻き込んでのイベントを企画され、牧野地域奉仕主査
を排出しているウエストクラブとしては、出来る限り
のサポートをしようと思っております。

竹林ワーク

９月１１日（土）

福田英生

９月も猛暑の中、参加メンバー６人と、東前さんを講
師にして、笹山御夫妻と山野さん、おなじみの精鋭メ
ンバーがみんな汗だくだくで１１時過ぎまで休憩そこ
そこで、頑張って作業に集中しておられ
ました。
内容はベンチ作り組・廃材運び組・階
段作り組にそれぞれ分かれました。
今は時期的に大変な基礎づくりを地
道にコツコツと進めている段階です。
環境をテーマに有意義な活動と楽し
い場の提供を目指して、仲間の皆さん
とご家族も含めて和気あいあいと喜んでいる姿を夢見
て、一生懸命開拓して行こうと委員長をはじめとして
しっかり計画に沿い進めています。
皆さんこぞって参加して頂いて、大人数で
盛り上げて行きましょう。
１０月からは、一般公募をかけて行こうと
思いますので、楽しいアイデアや企画をご提
供していただいて成功に結びつけられれば幸
いに思います。
遊ぼ会

八橋庵かけはし
９月１８日（土）
ブリテン委員長 金澤典子

かけはしにて、遊ぼ会が行われま
した。最初はお菓子作りの体験。
始まる前に、同フロアーにあるお
土産を物色。全員すっかり観光客気
分でした（笑）
安平会長、島田副会長をはじ
め、６名のメンバー計８名で和
菓子作りで
す。
元具材を
こねこね、色を付け
て、切ったり伸ばし
たり・・大きさや形
が微妙に違う等途中いろんなハプニング
有り、とっても楽しい工作？？でし
た。
仕上がりは上々、
みんな大満足で
した。
食事会からはメン２名、ゲスト
安田氏参加。
１１名貸切のバイキングは残った料理を心配するほ
どの量でこれも又、大満足。会話もお酒も進み楽
しい時間でした。安田氏は１１月入会の表明をし
て下さり、おおいに盛り上がって終わ
りました。
参加者：メン９名 メネット１名 ゲスト１名

片平敦さん 楽屋に挨拶
に行きましたが、背が高
い！１８４あるそうです。
最近の異常気象と温暖化
から雲の話と大変わかり
やすく、ダジャレもたま
に入り部会に和やかさを
かもしだされていました。
９月１１日（土）六甲部部会
３部の懇親会では阪大の学生によるテーブルマジック
（神戸フルーツ・フラワーパーク）
晴れ渡る青空の下ヨーロッパのお城にも見える広大な とステージマジック。どのシーンにも派手さはありませ
敷地に立つ神戸フルーツ・フラワーパークにて六甲部会 んが、マイクを持つメンバーの気持ちのこもった多くの
コメントに支えられた部会であったように思えます。
は開催されました。
９月２３日 阪和部部会
安行部長の点鐘と開会宣
みなさ ん今朝
言の 後、ワイズソングです
の降水確 率ご存
が、これは前列にスタンバ
じ？やは り、仁
イされているベルコンチェ
科理事は 晴れ男
ルトさん（ハンドベル）の
です。恐 るべし
演奏で歌います。
ここからは「礼拝」とされ聖書と讃美歌 と珍しくも 晴れパワーです。
京都ー 大阪間
２人の牧師さんの「奨励・祈祷」があり、三人目の宗教
家（仏教）の安行部長の挨拶。来賓紹介、仁科理事挨拶。 の落雷に寄りJRは遅れまくりで急遽タクシーにて京 都
この後タイワークキャンプのパネル ディスカッショ 駅へ、理事号に乗り一路和歌山へ。
途中大雨に合いましたが、和歌山ＹＭＣA到着時には
ン。今年と７年前に行かれたリーダーと引率Ｙのスタッ
雨も止み駅に移動。貴志川線に乗りたまちゃんのいる貴
フののお話。
志川駅に向かいます。
２部としまして、女性ジャズコーラスコンサート
駅観光をし帰路に
「サマンサ」の４名のおばさまはどなたも上品で聞きや
付き再びＹＭＣAにて
すく、ＭＣも巧妙で流石。雰囲気も和やかに、サマンサっ
昼食。貴志川線の廃
て昔のテレビ番組「奥さまは魔女」の奥さまの名前です
線を阻止するために
よね？どうり で、会場の男性は魔法にかけられたよう
未来を”つくる会”
に・・・
の活動とワイズの活
３部の懇親会ではＤＢＣ締結式に２０００推進チーム
や周年例会、次期区大会などのアピールもあり、終始穏 動との接点をもとめ「コラボ レーション」？ミニリサ
や かな雰囲気で過ごせたのも部長のお人柄ではないで イタルはさわやかなシンガーソングライターの歌声。和
歌山を愛し、もっと多くの人に知ってもらおうとされる、
しょうか？
ひたむきな気持ちが前 に出た、あの澄んだ歌声がいつ
９月１８日(土）中西部部会
大阪YMCA土佐堀会館
までも響いていました。行きとは打って変わってスイス
イの帰路。途中海鮮市場でうに丼をパクリ！うまかった！
９月２５日（土）西中国部部会を終え
何と！リレーツバメ６３号の中からアップ！！
先ほど本日の西中国部の部会の
本日は京都駅八条口に集合し区役員一同いっしょに移動
様子はアップ完了しました。桑田
です。高速に乗った途端渋滞！急遽阪神高速京都線に乗
部長お疲れ様でした。西の地に多
り換え門真に、途中迷いながら何とか到着。メネット会
くのメンバーが集いその熱い気持
からの参加としました。講演はメンバーさんのジュエリー
ちに打たれた部長のグッとくる懇
のお話。形を変え、お母様から娘さんに贈られる宝石リ
親会での挨拶でした。その懇親会では、急な振りで主任
フォーム・オーダーのお話。
メネットは合間合間の時間にいろいろなファンドをさ にコメントの時間となりました。そりゃ 整えないと！
西中国部とかけまして サザンオールスターズと解き
れ国内プロジェクトの資金にされています。前回はラス
ます その心は どちらも桑田が要です！
ク、今回はネクタイでファンドの援助。
会場を２階に 移しての部会の開会です。式典は通常 でも、受けました。よかったー。最後の
通り、ここで西日本区個人ブースター賞の表彰です。対 「なかっちでーす！」の一言を忘れたの
象は大阪にしの成瀬ワイズ、あいにく今日はお仕事でエ は残念！福山から３時間半で熊本！今日
は何食食べてるんやろ？周りはみなさん
ストニアに 行っておられ会長が代理受賞。
爆睡中。ほな私もＺＺＺ・・・。
２部の基調講演は、関西テレビお天気キャスターの
各部会報告 （主任ブログから）
西日本区広報事業主任 中原一晃

９月２６日（日）西中国部会の次は九州部部会
熊本まで
は遠い！西
中国の福山
までは１時
間半ほど。
ここから新
幹線で３時
間半はかか
ります。だ
いぶ西に来てあと少しで熊本と思っていたのは大きな間
違い！３分の１くらいも来ていない！遅がけの熊本入り
でしたが、亀浦主任の先導で馬刺しのお店へ。初めて食
べた馬焼きはびっくり！うまい！ 次はあっさり熊本ラー
メン。ここで終わらないのが仁科期の役員です。もう2
時回ったよ。ほな、帰りましょ。懇親はお互いを知る唯
一の手段です。この懇親か らいい意見や勉強になる考
えを学びます。 朝は比較的ゆっくりと起き、ホテル会
場の日航へ。評議会に陪席しました。部によりやりかた
が違うのを知り、これも びっくりです。部会は桑原部
長バタバタの開会、個人ブースター賞５名（内、熊本に
しクラブは３名）で何と！２５名の入会者を入会。すご
いです。勧誘より今だ
からこそワイズの精神
が世の中に必要と訴え
ることが入会に結びつ
いているとの説明でし
た。流石です。
長年の皆さんのお薦め？熊本ジェーンズ会長から元理
事同士のご結婚の報告と熊本ヤングクラブも３名？九州
部内でもあちこちで結婚ラッシュのようです。最後の閉
会挨拶に立たれた、元広報主任の中堀次期 部長、私の
ところにはそういう話が来ない！とぼやかれてはいまし
たが、部会のＰＲを各国の言葉でされたのが、会場大爆
笑となりました。２年前から知っていたけど、あんなキャ
ラクターやったんや！（動画はホームページ中堀さんの
写真下の数字をクリックしてください。笑います。）
今月のアンケートさん
中原一晃ワイズ
西日本区広報事業主任
蠍座 Ｂ型 （やはり）
● マイブーム
９月１１日の六甲部部会の朝から禁煙しています。
続けることがマイブーム？ 会議とか吸えなくなる
時間が増えそうなので、やめることにしました。吸っ
たと思って１コイン貯金でもしましょ。
●おすすめマイメニュー
家内は「しょうが紅茶」ですんなり１０キロ痩せ
ました。私もあやかろうと、試みてはおりますが、
どうもついつい他の物を口にしてしまいます。
おかきもせんべいも最近は、かんぴょうやこんにゃ
くベースの物が出ています。みなさんもどうですか

メネット例会報告

９月２２日(水）ホテルフジタ
野田君子

９月はメネット強調月間ということ
でメネット例会が、ホテルフジタで行
われました。
ウエストの出席
メネットは、森田・
鈴木・立山・福田・
野田 のい つも の ５
名でした。
司会は立山メネッ
ト・食前感謝は福田
メネット・ニコニコは森田メネット
にそれぞれ担当いただきました。
京都部から、メネット事業主査、柳田はるみ様にお越し
いただき、今期の国内プロジェクトの豊島新愛館へのサ
ポートのお話をしていただきました。
講師には脚本家の杉本佳男様に
お越しいただき、「人間と言うも
の・・・リアリティーどすえ」と
いうテーマでお話しいただきまし
た。人間という動物、バーチャル
でなく、もっと五感を働かせる事
を、次の世代にうまくバトンタッチ
していくことが大切だと思いました。
そして当日のニコニコは西日本区
メネット事業の国内プロジェクトへ
の献金を予定しておりましたので、
ベテラン森田メネットの巧みな話術で多くのニコニコを
いただきました。
そしてお味噌ファンドの収益と
合わせて、合計１６,３５０円の
献金をさせていただきました。
企画から運営までメネットにお
任せいただき貴重な体験をさせていただき、普段では味
わえないことでした。 このような体験をもっとたくさ
んのメネットさんと共有したいという思いがありますの
で、今後のウエストクラブの行事にもたくさんのメネッ
トさんの参加をお待ちしています。

１０月

Ｈａｐｐｙ

Ｂｉｒｔｈｄａｙ

鈴木けいこメネット
立山益子メネット
塚本由美メネット
１０月

Ｈappy Anniversary

加藤秀行・晶実夫妻
松本忠正・純子夫妻

第15回京都部部会 第一部
9月12日（日）リーガロイヤルホテル
会長
安平知史

リーガロイヤルホテルにて、第1
5回京都部部会が開催されました。
ＰＭ2：００より第一部式典が始
まりました。京都のクラブ全部の
バナーセレモ
ニーが始まり、
私は今期会長ですので少し緊張し
ながらの参加です。
京都部阪田部長の開会点鐘、ワ
イズソング斉唱、聖書朗読、讃美歌234番斉唱。そして
阪田部長の挨拶、来賓、区役員の紹介、国際アワードの
伝達など、厳粛に行われました。それから京都部事業主
査の所信表明も個性豊かに発表。その後、合同メネット
会報告、評議会報告などがあり、第一部が閉会。

京都部部会

第二部

大西光子

登録数420名の参加で盛大に行われました。非常に活
気溢れる第一部でした「反社会的勢力からワイズメンズ
クラブ会員を守る特効薬」と題して京都府警の上原忠晴
さんの講演をお聞きしました。
硬い講演内容ですが、ロールプレイグ（想定劇）で軽
妙な“桜散造”を熱演された上原さん。とっても面白く

笑いながらもしっ
かり「犯罪を発生
させない環境」の
大切さを訴えられ、
ワイズの「危機管
理」意識も大いに
高まりました。
小さな事だから
と曖昧にせず、お
かしいと思ったら
ハッキリ、「ＮＯ！」
と、言える「勇気」
で対処したいと思
います。
三部懇親会。津軽三味線の力強いバチさばきに乗って、
懇親会がにぎやかに始まりました。
近畿の各クラブから、遠くは熊本からも多くの仲間が京
都に集いました。 アトラクションは宇敷勝巳氏の華麗
なフレアバーディング！Ｉワイズなどいつの間にか魅せ
られて、舞台の人となっていました。みんなで大いに盛
り上がり楽しい
懇親会でした。
最後に来年は
福知山で再会を
誓い閉幕しまし
た。
京都北部での再
会に京都部の心
意気を感じたも
のです。

新入会員増強例会延期の為、今期の事業計画にあ
る一泊例会をこれにあてる。
議事録作成 野田書記
4 9月22日メネット例会について 野田メネット連絡員
議 案
講師予定の神田龍一様が急遽都合悪くなり、放送作
1 10月21日（木）の例会を10月30日（土）〜31日（日）
家の杉本佳男様に講師お願いしました。
に変更し、一泊例会とする。
承認
味噌ファンドの売り上げと当日のニコニコは、
2 10月21日（木）の例会費、4500円を一泊例会予算に
西日本区メネット事業の豊島神愛館への支援として、
含める。
承認
メネット事業主査、柳田はるみ様へ手渡す。開会点
協 議 事 項
鐘野田メネット、司会立山メネット、食前感謝福田
1 ワイズデーについて
市橋地域奉仕・環境委員長
メネット、ニコニコ森田メネット予定
梅小路公園にて開催。雨天決行。\1000/1人でチケッ
5 10月16日ポテトファンドについて
ト購入。平安徳義会の幼児〜低学年を招待する。
塚本ファンド委員長
ウエストの屋台はヨーヨー釣り、輪投げ等を企画中。
まだ集計が完了しておりませんが、メンバー減少の
みやこ作業所にブースの参加依頼中。
為昨年より数量が減ると思いますので、
2 新入会員増強例会は11月25日に変更する
販売協力お願いします。藤居ワイズの指導を仰ぐ。
島田ドライバー委員長
6 京都部チャリティーボウリング大会について
講師の都合で１０月の例会では開催が無理な為、
市橋地域奉仕・環境委員長
延期となる。講師予定は、阪神タイガース片岡
ホストの準備でPT委員長、市橋ワイズより他委員と
野球解説、タレントの金村、他杉村
して、岩本敬子ワイズ、牧野ワイズ、中原ワイズ、
3 10月21日の例会を10月30日〜31日に変更し、一泊例
立山ワイズ
会とする
島田ドライバー委員長

９月役員会議事録

報

告

事

ていますのでご

項

1

議事録作成者指名

金澤

司会者

2

前回議事録承認の件

承認

司会者

3

11月3日ワイズデーについて牧野地域奉仕環境事業主査

12 11月3日京都YMCA学園祭について

クラブ不参加。収益金は11月7日のＹＭＣＡ国際協力街
4

ワイズデーと日程が重なり、委員会では学園祭へ何ら
①
D

をモニターでエンドレスに流してもらう。
③

8月22日平安徳義会夏祭り報告

13 BFデレゲート募集の案内

餅」「焼きそば」「ヨーヨー吊り」を出店。天候悪化も

が説明する。
14

島田ドライバー委員長

スペシャルオリンピックストーチウォークについて・

参加

『浴衣＆アロハ』で納涼例会と題し、徳義会職員さん6

依頼

安平会長

前年同様、寄付金1万円をする。トーチウォークについ

名と5名のゲストをお招きし、フラダンスで盛り上がり

て

ました。二次会もほとんどの方に参加していただき、交

15 国際議員推薦依頼について

流を深められました。

は希望者で参加。クラブとしては出欠を取らない。

島田ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ委員長

ト含め12名にて開催。すき焼きとカラオケで盛り上が

本区から排出する件、プリンスクラブ西堀ワイズ立候補
され国際で承認された。
16 リトセンオータムフェスタについて

りました。
福田ワイズ

委員を選出の件もあり、希望者が居なければ、Ｙサ委員

東前氏の指導で、男性は竹の伐採、女性はベンチ造り、

長 が実行委員に。実行委員会は9/27（月）と11/8（月）、

楽しい雰囲気での作業を行うことができた。

三条YMCAで開催予定。委員会として協力内容を「食べ物

仕事が多いので、男性のメンバーの積極的な参加が必要。

屋台」or「子供の遊びコーナー」のどのスタイルにする

市橋地域奉仕・環境委員長より「竹用チェーンソー導入

か検討していく。

ける。あくまでも手ノコが主体での作業であるが、作業

他クラブ関係
1

の効率化を図る為、竹の切りカブや竹を切った後の枝払

主任活動報告・各部会報告
9月11日（土）六甲部

い、３メートルおきに切断する作業などに使用するとい
う目的で導入を前向きに検討する」。

9

安平会長

11/14（日）に開催、今年は積極的に参加します。実行

9月11日竹林ワーク報告

について、使用に当たっての安全面の講習をしっかり受

8

安平会長

韓国区がアジアエリアから独立した為、国際議員を西日

8月11日あそぼ会（指月亭）報告

高雄『指月亭』にて第1回遊ぼ会開催。メンバー・ゲス

7

塚本ファンド委員長

BFデレゲートの募集案内書に沿って塚本ファンド委員長

恐れがありましたが、何とか持ち堪え、参加者300人強
が夏祭りに参加し盛大に夏祭りが開催されました。
8月26日納涼例会報告

学生のカラオケ大会の賞品を提供する。

上記の案（①②が候補）で委員会で早急に検討していく。

市橋地域奉仕・環境委員長

6

ブースを設けて、３０周年で作成したウエストのDV

② 学生の企画にウエストの名を冠して賞金を提供する。

寄付する。

ウエストクラブの出し物は「フランクフルト」「わらび

5

安平会長

かの形で参加する事に決定。

トゥビークラブ、ＺＥＲＯクラブは参加を検討中、京都
頭募金に

利用ください。

12日（日）京都部
（土）中西部会

8月28日ZEROクラブチャーターナイト報告

安平会長

西中国部会

中原広報事業主任

神戸フラワーパークホテル
リーガロイヤルホテル

9月23日（祝）阪和部会
9月26日（日）九州部会

開催は記念式典と記念パーティの2部構成。メンバーも

部部会10月3日（日）びわこ部会

28名でスタートされ、盛大にチャーターナイトが開催

山陰部会が開催されます。

9月5日リトセン秋の準備ワーク報告

安平会長

2

主査活動報告

9月

9月18日

9月25日（土）
10月2日（土）中

10月23日（土）瀬戸

牧野地域奉仕環境事業主査

男性５名、女性５名、合計10名参加。ウエストはメイン

8月23日（月）部長公式訪問の随行でメイプルクラブの

ロッジと新宿泊棟の清掃を担当。メインロッジの各部屋

例会に参加。サポート施設の、積慶園、西陣会の園長の

の掃除機

公演、親の虐待について内容でとても勉強になった。

掛け・窓拭き・網戸洗い・暖房器具周りの清

掃、トイレ・浴

室・洗面所等水回りの清掃、新宿泊棟

の各部屋と建物周辺の

3

掃除等を行いました。昼食はグ

ローバルクラブさんが前日か
10 9月12日京都部部会報告

河合ワイズ、牧野ワイズ、野田ワイズ登録

解散。
安平会長

ＹＭＣＡ関係
1

9月11日チャリティーコンサート報告

粛なバナーセレモニーにはじまり、講演、そしてパーティ

2

YMCA祭りの案内

が盛大に開催されました。次期の京都部部会は「みや

3

11月7日、街頭募金

11 9月18日遊ぼ会について

島田ドライバー委員長

第2回遊ぼ会を『かけはし』にて開催予定。ねりきりあ
んのお菓子作り体験の後、バイキング＆飲み放題にて親
睦会開催。阪急西京極駅より送迎バスを用意してもらっ

辻中連絡主事

ウエストはチケット10枚中、9枚販売しました。

リーガロイヤルホテルにて参加者420名の参加者で、厳

びクラブ」のホストで福知山で開催予定

藤居書記

各部会は中原ワイズのみ登録。びわこ部は中原ワイズ、

ら泊まりこんで煮込んで

下さったカレーをいただき、昼食後、

各部会登録について

13:00〜

委員会開催予定
ＥＭＣ・ドライバー

９月２９日場所：京都YMCA三条

ファンド・ブリテン・交流合同委員会10月14日 未定

「ワイズ必携とワイズ読本の小窓」の感想文を
読ませていただいて（Ｐart２） 森 田 惠 三
―クリスチャニティについて（その１）――
連載を
始める最初としては、やはりワイズメンズクラブの基本
的な精神基盤であるキリスト教（クリスチャニティ）問
題を採りあげました。というのもワイズの最重要課題で
あるにも拘わらず、まだまだ十分な理解が得られていな
いと感じたからなのです。
ウエストのかっての仲間の中にも自身の宗教信仰に照
らし、苦しんだあげく、結局クラブを離れた会員もあり
ましたし、このような例は他クラブにも散
見されることでした。
正直云って、私自身ワイズに入会当初に
は、こだわりがなかったとは云えなかった
のですが、小堀理論の学習を深める一方、
あらゆる活動にどっぷり浸っていくうちに、キリスト教
でも他の宗教であっても、人が生きるうえでの教えの真
髄は「愛」そのものであることに気付いてからは、その
こだわりはいつしか消え去ってしまったのです。
しかし、心の底では世界的にもワイズメンの会員増強
が遅々として進まないことに常に疑問と歯痒さを禁じ得
ず、「イエスキリストの教え・・・」がその障害の一つ
の原因であると考えずにはおられなかったのでした。
ここで皆さんに私がワイズ入会後27年、国際議員2年
目の任についていた1997年10月〜12月にあったエピソー
ドを語って参考に供したいと思います。
私は当時の国際会長はじめ国際役員、
ア
ジアエリア役員、東西日本区理事、次
期
理事の皆さんに対して「国際社会にお
け
る拡大発展についての私
見」を発表しました。その要旨は
①イエスキリストの教えの真髄が愛と奉仕であり、ワイ
ズメンズクラブとＹＭＣＡの根源的な哲理であることは
十分理解してはいるものの、一方では、ワイズが1922年
からの長い歴史を有しながらも、あまりにも他の奉仕ク
ラブに比して成長が遅いだけでなく、衰退に向うであろ
うという懸念を抱いていること。
②国際憲法の綱領と目的が、人々の考え方や行動、生活、
２０１０年

信仰などあらゆるものが変化し、多様化している現代社
会に適応しているのか。一般社会において理解され易く
受け入られ易いものとなっているのか。
③キリスト信仰の強調が国際社会におけ
る拡大の障害となっていないだろうか。
ガイドライン２０１の「イエスキリスト
の教えはワイズメン個人の日々の生活の
ための指針となるものである」という句が、果たして異
なった宗教を信仰する会員まで律するに必要なことなの
か。
④結論として憲法第2条第1項には「ワイズメンズクラブ
は相互理解と敬愛の思いに結ばれてあらゆる信仰の人々
が共に働く、世界的友好団体である」と規定され―てい
るのだから、「イエスキリストの教えに基づき」の項は
誰もがやさしく理解できるところの「全ての宗教の真髄
と崇高な思想として明らかにされている愛と奉仕の教え」
という句に変えることを提案したい、ということでした。
私は国際憲法の改正が容易でないことだけに、国際議
会への直接提案でなく、あくまで私見を披瀝するに止め
ました。大海に投じた小さな一石では到底大きな波紋を
呼び起こすとは思えないものの、小人数であっても真剣
に考えて下さる方が現れ、国際ワイズで議論を呼び、議
案提案ができることになればという期待をもって意見を
発表したのでした。（次号に続く）
（2010・10）

ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ
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45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２０１０年１０月１６日(土)午後７時〜９時
場所

京都ＹＭＣＡ(三条柳馬場)

参加費
お申込は

お一人

３００円(お茶代等)

京都ＹＭＣＡ

(０７５)２３１−４

３８８またはvb@kyotoymca.or.jp

１０月スケジュール

10/5

火 三役会

19：30

10/7

土 オープン役員会 19：00

YMCA三条本館

10/9

土 竹林ワーク

長岡京市竹林

10/16

土 ポテトワーク

10/30

土 一泊例会

9：00
未定
18：00

八寸場

未定
エクシブ琵琶湖

〜31

一泊例会は年に一度の深いコミュニケーションタイ
ムです。全員で話し合いましょう。予定を都合して少
しでもご参加よろしくお願いします。

２０１０年
11/3
11/3
11/7
11/9
11/11
11/13
11/14

１１月スケジュール

水 ワイズデー
水 京都YMCA学園祭
日 街頭募金
火 三役会

9：00
未定

梅小路公園

未定

未定

19：30

未定

木 オープン役員会 19：00 YMCA三条本館
土

竹林ワーク

日 オータムフェスタ

9：00 長岡京市竹林
未定

リトセン

ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ
私たちは普段小さな子どもや大切な人と一緒に車が通る道を
歩く時には、自分が車道側を歩くようにしているのではないで
しょうか。身体に不自由で弱い部分がある人と一緒にいる時
には、少しでも護ってあげられる位置に立っているのではな
いでしょうか。
弱い人、弱くされた人にあたりまえに思いを寄せて生きるこ
とができる、そんな青少年を育てることがYMCAの使命と考え
ています。そんな彼、彼女たちをサポートすることで私たち自
身が多くのことを学び、変えられ次の時代に思いを寄せる
ことができます。
自分自身や家族をはじめ周りの人が、同じように行動
や生き方が変えられたこと気づいたときには、思わずう
れしくなり顔がほころびます。
YMCAの活動がいつも笑みの絶えないものであり、YMCA
いつもが笑い声が聞こえる場所であり続けますよう、こ
れから始まります国際協力募金、クリスマスのプログラ
ムをはじめとしたすべてのプログラムをお憶えいただき
ますようお願いいたします。
総主事 神﨑清一

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Ｙ
ＭＣＡ国際協力キャンペーンとして国際協力
募金を行います。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
国際協力街頭募金協力のお願い
さて、今年も下記のとおり「国際協力街頭募金」を実施
いたします。つきましては貴クラブにおかれましても、
メンバーの方々への呼びかけ等積極的にご協力をいただ
ければ幸いです。
なお、各クラブで当日ご協力いただけるメン
バーを１１０月２３日（土）までにE-mail
〔kyoto@ymcajapan.org〕または申込用紙に
て京都ＹＭＣＡ街頭募金事務局にご連絡くださいますよ
うお願い申しあげます。
日 時 ２０１０年１１月７日（日）12：00〜15：30
１２：００ 京都ＹＭＣＡ三条本館に集合
ＹＭＣＡの国際協力について(報告・講演会)
１２：４５
各地点へ移動開始
１３：００〜１４：４５
街頭募金
(三条河原町・三条大橋・四条河原町・四条烏丸・京都駅
等)
１５：３０募金集計終了後、解散
☆当日の募金場所につきましては１０月末ご
ろにお伝えいたします。
☆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。

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・デイキャンプ>
受 付 ◎会員優先 １１月４日（木）〜９日（火）
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 campmoushikomi＠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10日(水)午前10時から一般の方の受付を開始します。
１０日からはお電話のみの受付となります。
<鉄棒・とびばこが好きなる教室>
会員優先受付
受付 ◎ 会 員 １１月１２日（金) 午前１０時より
◎ 会員・一般 １１月１２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〔中学
２年生は募集なし〕後期コース スケジュール
中学生英会話2010年10月14日(木)〜2011年3月18日(金)
高校生英会話2010年10月15日(金)〜2011年3月18日(金)
※幼児〔年中・年長〕・小学生クラス有り
●成人英会話 秋期新入生募集
秋期コース
○スタンダードコース
2010年１０月１２日(火)〜2011年３月１４日(月)
スケジュール

○スキルアップコース

2010年１０月１５日(金)〜2011年３月１１日(金)
○通訳基礎コース
2010年１０月１６日（土）〜2011年３月１２日（土）
○プライベート＆スペシャルプライベートレッスン随時受付中
※他ビジネスコミュニケーションコース・英
検二次面接対策講座クラス有り
お問い合わせ・お申込みは
ＥＮＧＬＩＳＨ

京都ＹＭＣＡ

ＳＣＨＯＯＬ

(０７５)２５５−３２８７

http://www.kyotoymca.or.jp/language/
４.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。
時：１１月１４日(日)
トセンター

場所：京都ＹＭＣＡリトリー

電話(０７７４)２４−３８３８入場料

チケットをお求めください。
大人(中学生以上)２，０００円
小学生１，０００円・幼児無料

