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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

Youth Activities

国際会長 主題 “Audere est Facere-To dare is to do”
「とにかくやろう‐成せばなる」

ユースと共にワイズの世界を拡げましょう！
藤川
洋Ｙサ・ユース事業主任

アジア会長 主題“Audere est Facere-To dare is to do”
「とにかくやろう‐成せばなる」
ｽﾛｰｶﾞﾝ “Mission with Faith”「信念をもって使命をはたそう」
西日本区理事 浅岡徹夫 (近江八幡クラブ）
主題 “Contribute to the Community through Active Services
with Love”「ワイズ原点、愛と奉仕で社会に貢献」
副題“ Change Ourselves and Take Actions toward Our Lofth

第32代
会長標語

今 月 の 聖 句
「何事にも時があり、天の下の出来事にはすべて定
められた時がある。」
コヘレトの言葉第3章1節

Let's try！

会 長

島田 博司

副会長

市橋 清太郎

書 記

藤居 一彦 ・ 中原 一晃

～ウエストの未来をみんなの手で～

会 計

加藤 秀行

「山城西国社今昔物語」

交流委員

草野

功一

今は昔、山城西国社第１２
り。その者、里帰り早々、国防総省形を超えた西社亀甲
代社頭に、その住まいと生業
（蔵六）形同盟式に遭遇し、しきりにか細い瞳を白黒さ
から字を八条法師と称する者
せたり。また、桂厚院をはじめ女官の国社頭、女官社中
ありけり。その者、1991年９
や年若き社中連の進出と活躍に、目を見張りけり。
月、台湾国高雄において、台
されども、先の「山城西国社音頭」において、西国社
北城中社、韓国首爾鍾路社間
の麗華と賛美せし女峰人や社中連の数が低迷したること
の三角星形同盟書に署名せり。
に些か栄枯盛衰の懸念を抱きたり。その者、国社頭が第
その年の山城近江国合同祭礼においては、源太朗社頭 ３１代に続いて酒呑剛力男（無機無機慢）である第３２
補をして、「山城西国社音頭」を朗詠させ、「三角星形 代の治世期は、桂厚院と恵蔵法皇の許で、鴻艫部交流員
同盟から、末は四角星形、美国国防総省形同盟へ」と異 として仕えることになりしとか。
国語表現を交えて、大言壮語させたり。しかるに、その
山城西国社がその後、建国理念と国社旗に象徴された
者、翌９２年から９３年期の田森恵蔵日本国太政大臣の る西山竹筍事業や西域徳義施設援助の隆盛、大震災復興
執政を見届けるや、検非違使の守に仕官するとて、山城 支援の成否、社中連数を増やし恵蔵法皇に次ぐ太政大臣
西国社を脱藩したり。
を輩出せしか等について記したる文書類聚は見い出ざり
その後、一昔の間、杳として行方が知れざりしところ、けり。また、自ら乗尻として牛馬を駆ること能わず、他
国社式記名帳により、２００３年より加賀国の私学問所 者が操る牛車に頼るしかなき上方芸人風体のその者が、
に出講して、加賀国社社中になりしことが判明し、１１ 山城西国社社中として辿りたる末路を語りたる者も居ら
年６月には、その者の１８年振り国社替えが認許された ざりしとかや。
メンバー数

会
員
功労会員
広義会員
特別ﾒﾈｯﾄ

第二例会

第一例会

23名
1名
0名
1名

メ
ン
メネット
コメット
ゲ ス ト
ビジター

20名
1名
0名
0名
0名

メ
ン
メネット
コメット
ゲ ス ト
ビジター

20名
2名
0名
0名
0名

ニコニコ

前月繰越
第一例会
第二例会

ファンド

23,000円 ポ
テ
ト
0円 水
ナ
ス
11,000円 み
か
ん
リ
ン
ゴ
ｻ ｸ ﾗ ﾝ ﾎ ﾞ
ダ
ン
ス
がんばろう東北

合

計

26名

合

計

21名

合

計

28名

累

計

44,000円

合

計

0円
0円
0円
0円
0円
0円
3,150円
3,150円

サバエワーク ７月３日（日）
地域奉仕・環境委員 福田 英生

サバエワーク前日にブリテン委員長・岩本敬子ワイズ
から連絡を頂き、ブリテン執筆依頼を受け、直感でハハ
ン出席者は少人数なんだなと思いました。 案の定ウエ
ストからは７名のみの出席になり少し不安がよぎる。
島田会長、安平直前会長兼Ｙサ委員長、大西ワイズ、
牧野ワイズ、安田ワイズ、加藤ワイズ、福田ワイズのメ
ンバーで重労働をやり遂げて参りました。クタクタ！京
都ゼロクラブの田中ワイズ、宇佐美ワイズ、ＹＭＣＡか
らは慎太朗君と栞（しおり）ちゃんという強力な仲間と
共に総勢１１名で、テント張りを担当しました。最初は
草刈りとかもワークに入っていましたが、テントの数と
時間計算すると一点集中しないとどっちもつかずになる
ので全員がテント作業をすることに変更しました。幸い
なことに雨は降らなかったので助かりましたが、作業中
チョッと動いただけでも汗がダーッと噴出する程の蒸し
暑さでした。作業内容としては①倉庫からテント一式を
所定位置まで運び出す。②テントの組み立てのみという
連続作業、途中休憩あり、昼食目玉カレーは牛スジ・キー
マ・野菜・タイ激辛の４種類から選択し、感謝感激して
いただきました。 おまけにデザート付でした。
ワークはハプニングあり、笑いあり、ヤケクソありで
和気合いあいと楽しくやって来ました。話題満載ですが、
ここでは紹介し切
れませんので割愛
いたします。あし
からず。全て立て
終ったときには１
時半過ぎでした。
私はサマーキャンプの子供たちの楽しそうに喜ぶ姿を想
像して帰路につきました。ドライブ中に雨がシトシト降っ
てきました。ラッキーでした。

第一例会（オープン役員会） ７月７日（木）
ブリテン・広報委員長 岩本 敬子
７/７七夕の日。島田期2回目の役員会です。先月と違っ
て、報告・協議が盛りだくさんの中、会長の性格を表す
誠実な説明が印象的でした。8時過ぎに9/11の京都部会
が例年と違う手法ということもありみやびの中原ワイズ
が説明およびアピールに来てくれました。ウエストの参

加は多いことでしょう。そして、役員会終了後、河合ファ
ンド委員長から東日本がんばろうファンドを販売し、す
べて完売となったのもウエストの力でしょう。この勢い
で、島田期Let’s try！

竹林ワークだより ７月９日（土）
地域奉仕・環境委員長 岩本 伸介
７月９日土曜日、委員長にならさせて頂いて、初めて
の竹林事業参加でした。参加人は、東前さんを含む総勢
１５名でした。天気の方は晴れで、梅雨も明け日差しが
きつく、竹を切ったり枝を刈ったりしてましたら、汗が
止まらなくなり、作業をされている皆様も水分を摂りな
がらのワークでした。皆様、本当に暑い中ご苦労さまで
した。
これから夏本番なので、竹林ワークに行かれる際は、
水と着替えと体を冷やすアイテムを必ず持って来て頂く
ことをお勧めします。
ご報告までに、ワーク中
に市橋副会長のもとに、
ご近所の方が来られ草等
を刈ってもらい「ありが
とうございます。」との
お礼の言葉を頂きました。

第二例会（キックオフ例会） ７月２１日（木）
ＥＭＣ・ドライバー委員 塚本 勝巳
いよいよやってきました！
島田期キックオフです。今回
私は委員長でもないのですが、
なぜかワクワクドキドキして
います。岩本ブリテン委員長
キックオフ例会のブリテンに
選んで頂きありがとう御座います！
早速ですが、はじめに緊張をしながら島田会長期初の開
会点鐘で始まりました、少し割愛させて頂き、委員会報
告、そして塚本の食前の一言、（あまり締まらなかった
です）そして食事、私はかなり美味く思いましたよ。
歓談も終わり、おまたせしました会長所信表明！島田
会長に熱く語ってもらいました.
今年３月１１日震災からウエストが何が出来るか・・・
舵取り宜しく御願いします！頑張ってついて行きますの

☆トピックス☆
ヘキサゴンＤＢＣ協力 東日本大震災復興支援募金
東日本区大会において関係クラブに贈る
・京都ウエストクラブ:1,000,000円
※うち50万円はIBCの台北ダウンタウンクラブより
・大阪西クラブ:379,279円
・神戸西クラブ:100,000円
・東京西クラブ:130,000円

で。そして三役！時期会長＾＾市橋ワイズＥＭＣの事
を
検証を使って考えていく、同感です。続いて中原書記
さすがミスターワイズ王道のワイズを語って頂きまし
た、そして重鎮藤居書記、スピーチに安定感がありま
す。加藤会計３年目には思えません！適任だと思いま
すよ＾＾
そして安平Ｙサ委員長兼直前会長、会長と息ぴった
りでした！（延び延び感出てましたよ）
もっと委員長の事も書きたいのですが、３００文字
なんで･･･。
岩本地域委員長・金澤ＥＭＣ委員長・立山ドライバー
委員長・岩本ブリテン委員長・河合ファンド委員長・
桂交流委員長・鈴木メネット委員長皆様宜しく御願い
しますね。

８月 Ｈａｐｐｙ
福田英生
笹山信康

Ｂｉｒｔｈｄａｙ

市橋ちさメネット
大西洋
加藤晶実メネット

≪訂正とお詫び≫
７月号に表紙「西日本区強調月間」の記載内容に誤
りがありました。この場をお借りしまして訂正とお詫
びをさせていただきます。

最後にニコニコ１１０００円でした！

７月役員会議事録

司会：中原書記

《議案》
議案１ 納涼例会のゲスト会費は実費、
平安徳義会職員様は３０００円、
YMCAからのゲスト会費はYサ事業費から全額支出す
る。
承認
議案２

中村ワイズ退会の件

（正しくは・・・）
ＫＩＣＫ－ＯＦＦ ＥＭＣ－Ｃ
メンバー一人ひとりの小さな一歩は、クラブの大きな
一歩となるでしょう。新しい自分の為、未来のクラブ
の為、まず一歩踏み出しましょう！！
大岩 英人EMC事業主任

承認

議案３ 今期、通常例会において、ゲスト・ビジター
の登録費は実費とし、メネットには3,000円の補助
を出す。 承認

≪編集コラム≫
いつの時代でも危機管理は必要です。ブリテン委員
として「編集作業」に携わっておりますと・・・特に
痛感いたします。
編集途中での・・・プログラム停止・・・これは
「すごろく」で云う「ふり出しに戻る」と同義！
９月号では、「保存ボタン」を押しまくろう！！
ブリテン・広報委員 角谷 多喜治

ＹＭＣＡ

ＮＥＷＳ

全国のＹＭＣＡでは、「ＹＭＣＡの願い」として、
①「自分のいのちとみんなのいのちを大切にすること」
②「家族、地域のひとりとして責任があること」③
「世界と地球を見つめ、考え、行動すること」④「ボ
ランティア精神とリーダーシップを身につけること」
⑤「すこやかな心とからだを育むこと」を、すべての
活動を通して取り組んでいます。
この夏も、多くのプログラムを通じて、参加者は勿論
ご家族の方々、関わるボランティア、その活動を支え
る方々が、それぞれの立場で体験し取り組んでくださっ
ています。特に、この夏もワイズメンやボランティア
の方々によって、課題を抱える青年や子どもたち、災
害によって困難な状況にある子どもたちやご家族に、
少しでも寄り添うことができる活動が計画し実施され
ています。
YMCAでは、これまで実施しています一つひとつの事業
やプログラムを、これからも大切に運営し、更には新
たに生まれる社会の課題の解決にむけて取組みを行っ
ていきます。
その一つとして、「AIDS文化フォーラムin京都」を市
民活動の事業として、（事務局：京都YMCA）8月と10月
に実施いたします。お支えいただきますようお願いい
たします。

講習会
講師 松永信也氏
〔京都福祉専門学校・京都ＹＭＣＡ国際福祉専門学校
非常勤講師・(社)京都府視覚障害者協会理事〕
日 時８月２７日(土) 午後６時３０分～８時３０分
場 所
京都ＹＭＣＡ(三条柳馬場)
参加費
お一人 ３００円
定 員
３０名(申込順)
Ｂがん患者さんとそのご家族へ 第５５回
悩み、不安を共有しませんか。
日 時 ８月２０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
※ＡＢともお申込は京都ＹＭＣＡ
電話(０７５)２３１－４３８８又は
vb@kyotoymca.or.jp

１．ワイズワーク感謝！
リトリートセンター開設ワーク、サバエキャンプ場
開設ワークのご奉仕、多くのワイズメンのご協力あり
がとうございました。
また、９月４日(日)にはリトリートセンター秋期準備
ワークを予定しております。
よろしくお願い致します。
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・体育
一般の方の後期募集がはじまります。
３.「第１回ＡＩＤＳ文化フォーラムin京都」～エイズ
を知ろう エイズで学ぼう～
１）８月２８日（日）10：00～17：00（予定）
場所：花園大学 入場料：無料
２）１０月１日（土）10：00～18：00
２日（日）10：00～16：30
場所：龍谷大学大宮学舎東黌 入場料：無料

苦しみ、

２０１１年８月スケジュール
7/26

火

三役会

19：00

京都三条
ＹＭＣＡ

7/28

木

オープン
役員会

19：00

京都三条
ＹＭＣＡ

8/4～8/7 木～日 アジア大会
8/20

土

竹林ワーク

8/21

日

平安徳義会
夏まつり

8/25

木

通常例会

後報

台湾
長岡京市
竹林

9：00
後報
19：00

平安徳義会
京都ロイヤル
ホテル＆スパ

２０１１年９月スケジュール
9/4

日

リトセン
開設ワーク

8：40

リトリート
センター

9/6

火

三役会

19：00

京都三条
ＹＭＣＡ

9/8

木

オープン
役員会

19：00

京都三条
ＹＭＣＡ

9/11

土

京都部
部会

9/17

土

竹林ワーク

後報
9：00

福知山三段池
体育館
長岡京市
竹林

４.ボランティアセミナーのご案内
Ａちょこっとボランティア 視覚障がい者サポートの

ポテトファンドの準備をしよう！！
今年もポテトファンドの季節が近づいてきました。早め早めにお声をかけ
１箱でも多くを目標に頑張りましょう！！

