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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 “Audere est Facere-To dare is to do”
「とにかくやろう‐成せばなる」
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
Goal”「理想を目指して変革と行動！」

第32代
会長標語

合

計

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

木塚先生

95.6％

メ
ン
メネット
コメット
ゲ ス ト
ビジター

そこで、新たなる一歩として共に歩む団体に提言したいこと
があります。これまでのお互いの団体事業への協力に加え、
私案ではありますが、ウエストワイズメンズと平安徳義会の
共催スポーツ大会やキャンプ等の企画をしては如何かと思っ
ています。職員の顔も十分に覚えられない現状から一歩でも
歩みを進めてみてはとの提案です。昨今、高校卒業児童につ
いては進路確保も順調でありますが、中卒後の支援の難しい
児童(ひきこもりやニート等)が社会問題になっおり、就職先
や住居の確保など課題が満載です。多くの場合、大人からの
裏切られ体験が彼(女)らを苦しめ、特に思春期以降の生きに
くさに繋がっていると思います。少なくとも子どもたちには、
『今のこのままで生き続けて良い』こと、かけがえのない命
を授かったことを実体験する為には、そばに居続けて見守っ
てくれる大人の存在が必要だと思います。ウエストワイズメ
ンズの方々が子どもとの数多くの体験を通じてそうした存在
になっていただけることをお願いしたいです。日頃のご支援
ご協力に感謝しながら新たなる歩みへの提案と受け止めてい
ただければ幸いです。最後になりますが、例年恒例になって
います夏祭りは天候の都合で中止となりましたが、楽しい交
流のひとときを持てたこと、誠にありがとうございました。

第二例会

第一例会

25名

マタイによる福音書第7章13節14節

Let's try！
平安徳義会

23名
1名
1名

「狭い門から入りなさい。命に通じる門は何と狭く、
その道も細いことか。それを見いだすものは少ない。」

島田 博司

今年も酷暑の夏となりました。東日本大震災で被災された
方々にとっては、まだまだ劣悪な環境が続いておりますこと
を考えますと、節電などで済んでいる我々は幸せなのかもし
れません。さて、春にご支援いただきました第二回桜祭りで
すが、義援金と屋台収益として約20万円近くが寄せられまし
た。平安徳義会の高校生会の快諾を得て、茨城県高萩市の社
会福祉法人同仁会に義援金を受け取ってもらうことになりま
した。同仁会は、我々の施設と同様に乳児院と児童養護施設
を併設し、人的被害はないものの被災され避難所生活をされ
たとも聞きました。法人の中の臨海学園という児童養護施設
の園長先生に電話したところ、一旦は固辞されましたが、丁
重に高校生会の考えや施設事情の似通っていることを説明さ
せていきようやく受け取りを受諾され、更には今後の互いの
施設の高校生の交流になればとの発展的意見もいただきまし
たことを、ここにご報告させていただきます。
さて本題ですが平安徳義会は、昨年の桜祭りで施設として
は節目の１２０周年、ウエストワイズメンズさんにおかれま
しては３０周年と記念の年を同時に迎えたことになります。

会
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今 月 の 聖 句

会 長

「巻頭文」

メンバー数

Menette
各クラブでメネット例会を企画し、国内
プロジェクトへの理解を深めましょう。
大澤 玲子メネット事業主任
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前月繰越
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第一例会（オープン役員会） ７月28日（木）
直前会長・Ｙサ委員長 安平 知史
アジア大会が8月初旬にあり、８月の役員会は少し早
い目の7月28日（木）ＰＭ７：００～三条ＹＭＣＡにて
役員会が開催されました。
今月もたくさんの報
告、協議事項がありま
した。
島田期の竹林借地契約
も無事に更新をし、敷
地内ガレージ確保の問
題もクリアとなり更な
る竹林ワーク活動を開
始できそうです。
それから第31期の事業報告、決算報告が無事に総会で
承認されました。その中で決算の表記の仕方やルールの
明確化を島田期で検討し、ルールを確立するということ
になりました。
島田期は益々盛り上がりそうですね！！Let's Try!!
頑張っていきましょう！
ＥＭＣ事業懇親会 ７月２９日（金）
ＥＭＣ・ドライバー委員 牧野 万里子
7月29日（金）メルパルグ京都において京都部EMCシン
ポジウムが開催されました。
参加者は合計75名、京都部の18クラブはすべて参加、
ウエストからは安田ワイズと私の2名が参加いたしまし
た。前京都部部長、萩原EMC事業主査の挨拶に続いて、
大岩西日本区EMC事業主任より西日本区の現状の発表が
ありました。7月1日現在、西日本区メンバー数は、合計
1683名（昨年度 入会者168名、退会者111名、純増67名）、
京都部（１８クラブ）合計473名（入会者72名、退会者3
4名 純増38名）とのことでした。
その後、前年度入会者の多かった３クラブ（パレスク
ラブ、みやびクラブ、トップスクラブ）のスピーチがあ
り、懇親会では京都部各クラブがメンバー増強に向けて
の決意表明を行いました。ウエストクラブも、安田ワイ
ズが４０名と力強い決意表明をいたしました。
メンバー増強に向けてのモチベーションも高まり、とて
も有意義な懇談会でした。
アジア大会（１日目）

８月４日（木）
福田メネット

ウエストワイズクラブの皆様のご厚意により、台北
ダウンタウンクラブの皆様との再会も楽しみに第24回ア
ジア大会に、夫婦そろって参加させていただきました。
ツアー一日目、台湾桃園国際空港より、チャーターマ
イクロバスに乗り込み、流暢に日本語を話す‘可さん’
の名ガイドで、車窓からの景色を楽しみながら台北市に

向かいました。
最初の見学地は、
辛亥革命や抗日戦
争で命を落とした
軍人の英霊が祀ら
れている“忠烈祠
(ﾂｫﾝﾘｴﾂｰ)”。照
りつける陽ざしの
中、真っ白い制服
に身を包んだ衛兵の一糸乱れぬ交代式が見事でした。
次に、世界に誇る文化の殿堂“国立故宮博物院”へ。
そのコレクションの豊富さとレベルの高さには圧倒され
てしまいますが、
ガイドさんのお蔭
で短時間に見どこ
ろを案内していた
だいて、すばらし
い芸術鑑賞を楽し
むことができまし
た。
その後、宿泊先
のインペリアルホテルに荷物を置いて、近くのレストラ
ンにて台湾料理でカンパイ!日本人好みの味に調理され
ていて、どれもおいしくいただきました。
時差一時間得して楽しく充実した一日の終わりに、全
身マッサージを初体験し、明日のアジア大会開会式に備
えて休みました。

アジア大会（２日目） ８月５日（金）
交流ＩＢＣ/ＤＢＣ委員長 桂 厚子
朝10時「写真忘れても、パスポート忘れるな！」と
いう新しい格言を作り、？2号という名をもらった中原
ワイズを待って、イザ出発！あの小ろん包を、お昼にま
だ早いけど、大急ぎどうしても食べたくてアツアツを頬
張り満足！宜蘭迄雪山トンネルを抜けて1時間、会場の
晶英酒店に駆けつける。24回亜州区大会は、自然＋文化
＝未来のタイ
トルで始まっ
た。３６０人
中日本区から
１８０人で、
2分の1を占め
ている。大会
ホストをされ
たダウンタウ
ンクラブはす
ごいと思った。特にいつもながらのメネットの活躍が目
立ち、最初はそれぞれの国のプラカードを持って、凛々
しく先導された。東日本震災の為に涙そうそうのメロデ
イの流れる中黙とう、、、募金もしていただいた。目次

は粛々と進んだ。2部は三太子という5人の神様に扮し
た踊りがあったり、小学生の胡弓、琵琶、ビオラ等演
奏などで盛り上がった。テーブルでいろんな話をする
も台湾国の人と思ったら、名古屋国の人だったりして
大笑いする。あと２次会へ。お疲れなのにダウンタウ
ンクラブメン、メネットほとんどが、又カラオケレス
トランに付き合ってくださった。それに応えて福田ワ
イズの青春時代の熱唱は2回もぶっつづきき次の日声
が潰れてしまったぐらい、すごかった！
アジア大会（３日目） ８月６日（土）
副会長 市橋 清太郎
まずは朝のラジオ体操ならぬエクササイズダンスか
らです。レクチャーしてくれるのは台北ダウンタウン
クラブのコメットとメネットです。台湾滞在3日目、
アジア大会2日目は朝から激しいダンスでスタートで
す。
9時からはシェンさん(台北ダウンタウン)とコメット
のマリアさんの司会でアジアエリアの活動報告会が始
まりました(シェンさんはコワモテなのに息子さん、
娘さんは本当にキュートな青年です）。
次に東日本大震災のレポートが津波被害のスライドと
共に報告されました。震災直後には「がんばれ日本プ
ロジェクト」が立ち上がり、世界のワイズメンから多
くの支援金が集められました。海外から総額$119,440、
その内アジアエリアから$75,688、その内、台湾区か
らは$57,688という圧倒的に多くの支援金を集めて頂
きました。さらにその中でも我らの親愛なる台北ダウ
ンタウンクラブはトップの金額です。この数字からも
台湾と台北ダウンタウンクラブからの友情を感じずに
はいられません。本当に謝謝です。
その後、各会場に分かれて、EMC、CS、TOF、YMCAの各
フォーラムとメネットによる手工芸教室が行われまし
た(内容については割愛）。
午後からは2つのコースに分かれてエクスカーション
です。ガイドは台北ベータクラブのメンバーがしてく
れました。京都ウエストはカラバンという台湾国産の
ウイスキーメーカーの醸造所の見学です。楽しみにし
ていた見学後の試飲会では、なめる程のまさに試飲で
一同がっかり。
次に道教の総本山、三清宮というお寺に行きました。
道教のお寺はみんなド派手でした。台湾の方々の陽気
な気質は宗教にも表れているような気がします。
夜は会場のホテルに戻り、2夜目のAP-Night(懇親会)
です。太鼓の演奏と台湾風のこれまた派手な獅子舞に
始まり、YMCAユースの歌って踊っての定番ソング「YM
CA」から会場は一気にヒートアップ。最後の台北ダウ
ンタウンクラブの出し物「インディアン風ダンス」で
は老若男女みんなで歌って踊っての大騒ぎ！まさにア
ジアンナイトフィーバーという感じでした。

宴会後、ホテルのバーで京都ウエストのメンバーだけ
で反省会をして
いるところに、
今日の司会を務
めておられた台
北ダウンタウン
のシェンさんが
こられ、「大会
の運営でみなさ
んといっしょに
ゆっくりお話も
国際会長もいっしょにハッスル!
できなかった」
と同席し、「There is Taiwan !」と言ってバーの会
計を全てご馳走になりました。カッコええな～と話な
がら3日目を終えました。

アジア大会（４日目）

８月７日（日）
会長 島田 博司

台湾滞在も4日目となりました。
前日の盛り上がりの興奮さめやまぬ会場では朝から最
後のエクササイズが行われ日本代表の中原ワイズと市
橋ワイズが壇上で踊られていたようです。（私はとい
うと…。開始時間を間違えて早く行き過ぎ待ち切れず
に部屋に戻って帰りの準備をしていました。皆様すみ
ません。）大会プログラムも3日となりますと、和や
かな雰囲気でプログラムは進み、昼前には帰国の為、
終了直前で会場を後にすることとなりました。ですが

することができ、なごり惜しくはありましたが、ホテ
ルを出ることになりました。本日は市橋ワイズのメネッ
トのお誕生日ということもあり、高級ブランドの多く
入っています免税店に立ち寄り、愛するメネットさん
にプレゼントを買われていたことを報告して、最終日
のレポートといたします。謝謝。

今回のアジア大会参加で、より一層、台北ダウンタウ
ンクラブの皆さんと親しくなれた事が良かったです。
日本に帰ってもFaceBookで数人とお友達になり、今で
も交流を図れています。

アジア大会（総括） ８月４日～７日
直前会長・Ｙサ委員長 安平 知史
8月4日～7日までアジア大会に参加しました。
去年、横浜での国際大会を経験しているので、何とな
くイメージはありましたが、ユーズを含め800名以上
の参加！アジア大会での式典や2日間のパーティーな
ど、
アトラクションや設えは素晴らしいものでした。
そして進行や運営側には知った顔が…そうです台北ダ
ウンタウンクラブの皆さんが素晴らしい動きをされ、
完璧な大会ホストをされておられました。
そのホストをされていてお疲れにも関わらず、大会1
日目の夜、台北ダウンタウンクラブの皆さんがウエス
トクラブメンバーとの交流会も設けていただきました。
交流会も歌ありダンスあり…特に女性…メネットさん
のパワーには恐れ入りました。
本当に楽しく盛りがった交流会でした。
しかし、大会をホストされておられる途中…大会2
日目の朝も早い段取りをされる予定、そして大会前も
連日の打合せや段取りでかなりお忙しかったと思いま
す。

交流会は非常に楽しかったのですが、正直、そんなお
忙しくされている中、日本から来たＩＢＣのウエスト
に気を使って頂き、交流会を開催していただき何とも
申し訳ない気持ちで一杯でした。私も個人的には非常
にお気持ちは嬉しかったですが、ここは皆さんの状況
を察してお気持ちだけでご辞退した方が良かったのか
な？と少し感じていました。台北ダウンタウンクラブ
の皆様！ありがとうございました。

今回の様々な段取りを頂いた、森田ワイズ！台湾との
やり取りをサポート頂いた市村さん、そして、しっか
りと交流段取りの桂交流委員長、旅行の手配や段取り
を全てスムーズに対応頂いた加藤ワイズ、現地の添乗
員のカさん、
皆様のお陰で楽しく、有意義なアジア大会でした。あ
りがとうございました。
今回参加されていない皆さんへ！本当に楽しかったで
すよ！

被災者ファミリーディキャンプ ８月７日（日）
ブリテン・広報委員長 岩本 敬子

８/７日曜日、ＹＭＣＡのボランティアビューロ専門
員会が企画した、震災で京都に避難されているファミ
リーとの交流が、リトセンで開催されました。（今年
度より、私はVB専門員となりました。）今回は、準備
から当日のほとんどの食事等をキャピタルクラブが用
意されました。（石窯焼きピザ、バーベキュー、本格
カレー、飲み物・デザート等) そして、他クラブの
協力で、スイカ割や、ステージでのコンサートもあり、
VB専門委員会は、流しソーメンでした。前日、京都ク
ラブさんがリトセ
ンの竹で作った流
しソーメン台は参
加者に好評でした。
ふと、ウエスト
の西山の竹林でで
きたら？
と考えながらお手

伝いをしました。福島県の参加者33名（幼児含）の代
表の方が、最後のあいさつで、避難者同志のネットワー
クを作り、支援を受けるだけでなく、自分たちのでき
ることを発信していきたいとの言葉は印象的でした。
暑い一日でしたが有意義に過ごせたこと感謝します。

竹林ワークだより ８月２０日（土）
ファンド委員長 河合

久美子

８月20日（土）、竹林ワーク当日の午前中は曇り空
で、それほど暑くなく、雨もまだ降らず、残暑厳しい
折柄ながら、真夏のワークとしてはなかなかラッキー
な天候でありました。
蚊取り線香に火を付け、各自装着し作業開始。少し
見ぬ間に背の高くなった雑草の成長に驚き、大小様々
な昆虫の襲撃を払いつつ、草刈り、竹の伐採、切った
竹の枝払い、小枝の山の片付けetc．を行いました。草
刈り機やチェーンソーが現状１台ずつしか無いが、手
作業はハードなので、もっと台数があればよいねとい
う話が出て、今後検討することとなりました。手作り
の竹のベンチに集まって、休憩＆水分補給の時間の雑
談もまた楽しく、気持ちの良い汗を流すことができた
ひと時でした。
《参加者》東前・島田・岩本伸・笹山・森田・市橋・
安平・福田・安田・牧野・大西・大西ご主人・河合
平安徳義会 夏祭り ８月２１日（日）
ＥＭＣ・ドライバー委員 安田

繁治

昼過ぎから あいにくの雨が降り続き、屋外でのお祭
りは断念され講堂内で催しとなり
吉田先生（徳義会）も最後まで思案されていたみたい
ですが・・・。 お祭りにあたり徳義会のみんなは、
それぞれの趣で浴衣を着ての参加でした（特に壇上の
子供達は可愛いかったです）。 先生・スタッフ方々
の挨拶の後 ウエスト島田新会長の「元気ですか～～！！
元気があれば何でも出来る・・・」挨拶からお祭り
が始まりました。 そして ワイズ・メネットの方々
の下拵えの後、 新旧三役（島田新会長・安平直前会
長・加藤会計）の料理の「鉄人まがい」の焼きそば！！
女房役の桂ワイズの塩・コショウ！！ やはりここ
でも味付け役でした（笑い）。
岩本伸介ワイズがグリルさ
れた、フランクフルトも何気
にくせになる味でしたね！。
私も初参加で戸惑いました
が、最後には達成感が得られ
ました。
各テーブルに食事が配られ、（カレーライス・焼きそ
ば・フランクフルト・わらび餅・ラムネ）ワイズメン
もひとテーブルに一人が着席し、皆なで歓談の時を過
し、暫くしてスタッフの呼び掛けで、ビンゴゲームと
カラオケ大会のコラボが始まり ここで登場されたの

が Mr ウエストこと福田ワイズで、これまた歌われた
曲がヤングマンY・M・C・Aでした。これは狙っての事
か・・・？？と思いきや、歌も微妙な音程で 皆さん
を笑いの渦に引き込まれていました。 やはり福田ワ
イズは 何か持っておられますね（すいません(*´∀
｀*)）
その中で初ビンゴが な・な・なんと 牧
野ワイズでした！ アッパレ！！
その後 輪投げ・講内で盆踊りを4～5曲踊り これ
また森田ワイズが炭坑節で、優秀ダンサー賞を受賞さ
れました。 最後は吉田先生より終祭の挨拶・お礼の
言葉を頂き夏祭りもフィナーレとなりました。余談で
すが皆さんが、下拵えをされている時に私は松本ワイ
ズから 平安徳義会の成り立ちを教えて頂き（何も徳
義会の事を知らなかったので・・・）、笹山功労会員
を始め、ワイズの方々の地道な努力の成果が実った事
も知らされ、さらに熱い思いにされました。

第二例会（納涼例会） ８月２５日（木）
ＥＭＣ委員長 金澤 典子

今年も納涼例会が行われました。テーマは夏らしい
服装です。今回のゲストは人見氏・児島氏・林氏・元
メンバーの野々口氏の４名、徳義会から山下先生・米
田先生・岡部先生・山末先生４名の参加です。
司会は塚本ワイズ、い
つものように楽しい口
調で皆さんを和ませま
す。
食前の一言は私、金
澤です。美味しい食事
とお酒も出て本日のメ
イン！夏にちなんでカ
クテル講座です。ホテル１Ｆバー「ヘイブン」マネー
ジャー佐々木万喜彦氏の登場です。数々の大会に出場
されソムリエの資格も持ち幅広く活躍されています。
早速ホワイトレディー（白い貴婦人）というカクテル
をご披露、各テーブルから参加、試作、試飲と楽しい
時間はすぐに過ぎます。最後に家庭でも簡単に美味し
いハイボールの作り方を伝授。皆さん真剣に見入って
いました。ニコニコマンは市橋ワイズ。桂ワイズの３
人目のお孫さんのお話で拍手です。
２次会に１Ｆのバーへ、草野ワイズ復帰お祝い。そし
て野々口氏も復帰宣言。
とっても有意義な例会でした。

９月 Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ

野田君子メネット

９ 月 Ｈ a p p y A n n iv e r s a r y

福田英生・仁美

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

9：00

9/22

木

ﾒﾈｯﾄ例会

19：00

後報

福知山三段池
体育館
長岡京市
竹林
京都ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ
＆ｽﾊﾟ

２０１１年１０月スケジュール
10/4

火

三役会

19：00

京都三条
ＹＭＣＡ

10/6

木

オープン
役員会

19：00

京都三条
ＹＭＣＡ

10/20

木

新入会員
増強例会

19：00

10/22

土

竹林ワーク

9：00

ＹＭＣＡ

京都ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ
＆ｽﾊﾟ
長岡京市
竹林

ＮＥＷＳ
京都ＹＭＣＡ総主事

神﨑清一

東日本大震災発生直後より、海外のYMCAから、被
災者を励ますメッセージや、寄付をはじめとしたさ
まざまな支援の申し出が寄せられました。数年前に
地震や津波といった災害に遭ったばかりの国や、最
貧国といわれている国々からの思いのこもったもの
もありました。その中で、パレスチナ・ガザ地区の
子どもたちからのカードの1枚には、イスラエル軍
による攻撃によって破壊された家の前に座る子ども
の絵に添えて「私には安全にきる権利がある」とア
ラビア語で書かれていたそうです。
1990年に発効した国際条約『子どもの権利条約』
には、「すべての子どもは、生きる権利をもってい
ます」ということとともに、「子どもに関係のある
ことを行うときには、子どもにもっともよいことは

何かを第一に考えなければなりません」ということ
が書かれています。
この夏も全国各地のYMCAでは、東日本大震災で被
災した子どもたちやその家族を対象としたキャンプ
やレクリエーション活動も多く行われました。身近
な人を亡くした方、家や学校、仕事を失った方、そ
して地震や津波、原発事故の影響で、自らの生活環
境を変えざるを得なくなった方々が、ひととき日常
を離れて楽しい時間を過ごしました。
参加した方々のたくさんの感謝の気持ちが込めら
れた感想やレポートも読ませていただきました。YM
CAの働きとキャンプの力の偉大さを再認識するとき
でもありました。しかしそれと同時に、被災した方々
の抱える課題の大きさも感じざるを得ませんでした。
子どもたちを含む、被災された方々が不安を抱え
ていたり、希望を見いだせないでいる時に、私たち
の経験と知恵を大いに活用して、子どもたちの生き
る権利を守ってあげることができればと考えていま
す。

☆８月役員会議事録☆
議案１ 1/17 ＷＲＭ ３クラブ合同新年例会に
向け特別委員会（ＰＴ）を立ち上げる。
委員長には塚本ワイズが担当し委員は委員長一任
とする。
議案２ アジア大会メネット補助を参加メンバー
と同額の￥３０,０００とする。
拠出元はクラブ経費のアジア大会補助、及び交流
委員会予算からの拠出とする。
議案３ 8/7 京都YMCA 避難者支援プログラム支
援金としてＹサ予算内の東日本大震災復興支援活
動資金から￥10,000拠出する。
議案４ 今期の通常例会においてゲスト・ビジター
の登録費は、通常例会の場合￥4,500、酒類の出
る例会の場合￥6,000とする。（ウエストメネッ
ト登録費は\3,000クラブ負担され \1,500と\3,0
00とする）
議案５ ８月納涼例会について、予算組みの関係
で参加者1500円の受益者負担とする

