
京都部の部長としての役目が、はや10ケ月が過ぎようとし

ております。日本の社会が低成長にかわり価値観もかわった

現在、われわれは何をめざすべきか、従来の京都のワイズメ

ンズの発展や成果に学ぶべきものと、新たに進むべき道はな

にかを考えることの１年でもありました。

メンバー数がなかなか増えない時は、クラブ間でのメンバー

数の格差が拡大した。クラブ間クラブ内での事業の格差や年

代による活動や思惑の格差。YMCAに対する考え方の温度差。

京都のワイズメンズクラブの中にもいろいろな問題がありま

した。それらのギャップを乗り越えて、皆を一方向にむける

ことができるのであろうか。模索の１年でもあったようです。

貧しいかった昔の時代と違い、世にはものがあふれ国民は努

力すれば報われる。がんばって働けばなんとか並みに暮らせ

る、技術革新と勤勉な国民性で、日本はそんな社会になった

のでしょう。ただそのような現在、皆の価値観や生活様式は

多様になり、幸せの形も、人の夢や求める価値も、それぞれ

さまざまになってきているのです。そこにまた新たな格差や

貧困も発生してきています。悪くも、いずこの首相が「人生

いろいろ会社もいろいろ社員もいろいろです。」と答弁する

ような世にもなったということでしょうか。

そんな時代に、われら京都のワイズメンは何を目指し、何

をよりどころにするのでしょうか。どんな事業がメンバー皆

の共感をよびまた継続するのでしょうか。

例会訪問をして若いメンバーと話をすると、親睦と研鑽の

うちまず親睦が大きな割合をしめるとよく聞きました。メン

バー相互の親睦によるパワーが奉仕を生む源であるともいい

ます。京都方式ではできるだけ華々しく例会を持つことによ

りワイズメンズクラブメンバーの求心力を高め、メンバー数

の増加にも寄与してきました。また全国のワイズメンに記念

例会や大会そしてIBC､DBCを通して、この京都パワーを発信で

きました。

ただワイズメンのモットーである「強い義務感を持とう、

義務はすべての権利に伴う」や「ワイズの志」をおろそかに

すると、ただの仲良しクラブや親睦団体に陥りかねません。

ワイズメンにはどのような事業を実践しても、積極的な活動

を通して義務感と自己研鑽を忘れず、他人の気持ちを感じ取

る感性をぜひ磨いてほしいと思います。今年は東日本大震災

の復興の年でもあります。ただ被災者に同情するのではなく

「自分は何をしなければならないか」という自問が常にでき

る心をぜひ持ちたいものです。

「天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない」

マルコによる福音書第13章31節

クラブの例会や奉仕活動に積極的に参画し、ワイズ仲間

の友情とチームワークを育み、クラブの活性化と会員相

互の研鑽を目指そう！

浅岡 徹夫理事

会 長 島田 博司

副会長 市橋 清太郎

書 記 藤居 一彦 ・ 中原 一晃

会 計 加藤 秀行

「強い義務感を持とう！義務は全ての権利に伴う」
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第32代

会長標語

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！」

Let's try！
～ウエストの未来をみんなの手で～
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『ワイズメンの発展を願って』 京都部部長 前 登



今回は東稜クラブから、佐川泰之ワイズ、市木勝彦ワ

イズにご参加頂きまして合計25名でのオープン役員会と

なりました。

私自身、久しぶりの出席で、ウエストの皆さまが活発

に活動内容等をお話しされるのを聞くのが精一杯で、

「参加のみだった」というのが正直な感想です。

今後の事を含め、考える必要性を十分感じさせて頂い

たオープン役員会でした。

４月８日最高の天気の中徳義会での桜まつりが始まり

ました。なんとお詫びをす

ればいいのか、私、大遅刻

をしてしまい、誠に申し訳

ございません！

今回のウエストの出し物

は、焼きそば、フランクフ

ルト、抹茶わらび餅でした、

私が到着下頃には、ほぼ完

売！皆様の喜ぶ顔があまり

見れなくて残念でした。

しかし、少しの時間です

が、会長をはじめ皆様がボ

ランティアしている所をお手伝いさせて頂きました。

終盤にさしかかり、ビンゴ大会！ウエストのみんなも

真剣に参加して、河合ワイズが早くビンゴし、何をもらっ

たんでしょう？

やはり、ＡＫＢ４８ならぬＴＧＫ４８は最高に可愛かっ

たです。観客の皆様も手拍子に拍手恥ずかしがりながら

も、みんなを楽しませてくれましたね！

最高の天気、みなさんの

笑顔の中、大遅刻した私の

だらしなさに、ほとほと呆

れています。来年はこの様

な事のないようにいたしま

す。

徳義会のみんな、ウエストの皆様すいませんでした。

２０１２年４月１５日（日）大阪高槻クラブ３０周年

記念例会に出席しました。たかつき京都ホテルに於いて

１４０名の参加で盛大に開催されました。

一部式典では川戸宏往会長の開会天鐘で始まり、高槻

市長はじめ来賓祝辞、高槻ＹＭＣAへ記念品贈呈、ＪＷ

Ｆ献金の後、年間２５０回以上の講演される超多忙な、

福岡の南蔵院林覚乗住職による記念講演がありました。

心の豊かさや出会いの素晴らしさのお話で、幾度と無く

会場全体が笑いの渦に巻き込まれ、あっという間に時が

過ぎました。

次にクラブ３０年の歩みがスクリーンに映し出され、

高槻祭り、ちびっこ相撲、環境美化キャンペーン、緑の

カーニバル、ＩＢＣ交流、高槻ＹＭＣAカーニバル、新

聞の掲載事例も多く紹介され活発な活動と若い頃のメン

バーを見ることができました。また第４４回日本区大会

のホストや２００６年～７年には西日本区理事の排出、

そして設立以来３名の部長を排出されたことも報告され

ました。

二部の懇親会では、清水誠次郎中西部部長の乾杯の後

食事をいただきました。

琉球國祭り太鼓とバンブー

ダンスの余興があり盛り

だくさんの内容でした。

余興を鑑賞したり、また、

久々に会うワイズメンと

話をしているあいだに、あっというまに時間が過ぎ懇親

会を楽しむことができました。

閉会に先立ち、出席者全員による「上を向いて歩こう」

大合唱の後、森本榮三実行委員長の謝辞では、冷静にお

話され、元理事というベテランワイズメンの風格を感じ

ました。 大阪高槻クラブのメン・メネットの皆様、３

０周年記念例会の成功おめでとうございます！！

京都ウエストクラブの３０周年記念例会もついこのあ

いだのような気がしますが、早２年が過ぎようとしてお

ります。そろそろ３５周年記念の事を視野にいれて準備

を進める必要があると思います。

出席者：森田、森田直子、草野、岩本敬子、野田

ちょうど長浜は曳山祭りのピークで、観光客や子供連

れの家族であふれていた。一度見たかった子供歌舞伎を

堪能した後、歩いて湖面に面した静かな北ビワコホテル

グラツイエに到着。第一部は6時半開始。最初に１４代

会長伊藤ワイズへの黙祷を捧げ、それぞれの挨拶があり、

アクトとして滋賀ＹＭＣＡの風の谷キャンプにそれぞれ

のクラブから１５０万円目録が手渡された。

そしてチャーターメンバー１３人への表彰があり、粛々

と終わった。

オープン役員会 4月5日（木）

ブリテン・広報委員 角谷 多喜治

平安徳義会 桜まつり 4月8日（日）

ＥＭＣ・ドライバー委員 塚本 勝巳

大阪高槻クラブ30周年記念例会 4月15日（日）

Ｙサ委員 野田 泰伸

長浜クラブ25周年、彦根シャトークラブ

30周年合同記念例会 4月15日（火）

交流ＩＢＣ/ＤＢＣ委員長 桂 厚子



２部はガールズのロックバンドの演奏があり、オー

ルデイズのバンドもあった。華麗なドラマーは小５の

女の子だし、最近の子共は凄い！お昼に見た子供歌舞

伎も１０歳前後の男の子が女形も長ゼリフこなし、泣

くところ、見えきるところ、大向こうから声がかかる

し、大人顔負けの演技力だった。。

最後は、西日本区大会で再会を約束して参加ワイズ

約１３０名全員が部屋いっぱい輪になり、琵琶湖周航

の歌、今日の日はさようなら、又会う日までと、盛り

上がって楽しくお開きになった。

実はテーブルにだれも来なくて寂しいと思ったら、

京都のＴクラブさんが、西日本区と間違って９名のエ

ントリーをしてしまわれたとの事、それも到着が遅い

という事で、問い合わせられてわかったらしい。私も

思い込みが激しいし、確認は念を入れないと間違いが

起こりやすい気をつけよう！

久しぶりの京都

ロイヤルホテル＆

スパでの通常例会

です。Ｙサ例会と

いうことで、Ｙサ

委員会の企画で安

平委員長の司会で

行なわれました。

スピーカーを久保田連絡主事にお願いして、ＹＭＣＡ

の知ってそうで知らない事からマニアックな内容まで、

楽しく、わかりやすくお話頂き、ＹＭＣＡをさらによ

く知るよい機会となりました。

ゲストにお越し頂いた住友様はご住職をされており、

キリスト教色の団体の例会に参加する事を少し心配さ

れておられましたが、二次会までご参加頂き、楽しん

で頂けたのではないかと思います。またお誘いしたと

思います。

例会の開始早々に臨時総会を開いて頂き、アクシデ

ントで一部保留になっておりました次期の事業委員長

が全員承認され、ホッと一安心と共に、益々、次期に

向けて身が引き締まる思いです。

先週の竹林ワークは、雨の為やむなく中止しました。

地域奉仕では、平安徳義会の子供達を迎え一緒に楽し

いひと時を過すべく、おにぎりや、豚汁を用意してい

たのですが残念でした。又企画を考えて行きましょう。

今週も雨かと心配していたのですが、昨日で雨もあ

がりました。竹林のあちらこちらに可愛い筍の頭が見

えています。参加メンバーは６名と少なかったのです

が、つるはしや、スコップを使いあそこにも、ここに

もあると夢中で掘りまくりました。最後に数えてみる

と２０５本もの成果にびっくりしました。

あまりたくさんの筍なので、午後から夜桜フェスタ

に参加される河合ワイズに託しました。

おかげさまで、毎日我が家の食卓は、筍づくし、筍

ご飯、若竹煮、春巻き等・・・

十分春の旬を頂きました。

参加：市橋、河合、森田、松本、福田、大西

去る４月２２日（日）午後４時から京都ホテルオー

クラにて、京都パレスクラブ４０周年プラスワン記念

例会が３７０名という大勢の出席者を迎えて、賑やか

に、かつ工夫を凝らした趣向をもって開催され、ウエ

ストからも１５名がお祝いに駆けつけました。

ステージの設営の仕方、プログラムの進め方、元パ

レスメンバーを壇上で披露し、乾杯の音頭には岡本尚

男ワイズと私が指名を受けるという思いやりのある来

客への接遇など、何をとっても申し分なく、久々に活

力にあふれるパレスのすごさに大きな刺激を受けたと

いうのが、偽らぬ感想です。

私は、この一、二年に入会された多くの若手メンバー

の誇りに満ちた輝く顔を眼のあたりにして、ウエスト

も京都パレスの長男クラブとして、小堀理論の原点に

立ち返って、親に負けないもっと強い子供へと成長し

なくてはと、あらためて感じた次第でした。

桂次々期京都部長に対し強力な支援を送るためにも

心ひとつに頑張ろうではありませんか。

4/29（日）JRで京都から三田駅迄。到着後、東京西

クラブの方々と再会。

そして貸切バスで木器窯へ。窯に近づくと、車窓か

らきれいな桜が見えてきました。11時頃到着。市橋ファ

ミリーは土ひねりに参加。その日は天気に恵まれ、桜

は満開、総勢61名が集まり、11:45分開会式が始まりま

した。窯元の田中和人様からの御挨拶・各クラブの会

長挨拶。仙台青葉城クラブ清水弘一ワイズの食前感謝

では、西ヘキサゴンの東日本支援への感謝の辞をいた

だきました。

そして食事開始。菜の花、サラダ、ゆで筍、アスパ

ラ、おにぎり等、彩豊かな食材が登場。ちょっとした

争奪戦です。いよいよ、

三田牛。もちろんすぐ

行列です。レアで本当

に美味しいと参加者が

大満足。

東京西クラブ、神戸

西クラブ、大阪西クラ

ブやゲストの方々と交

20tｈスプリングフェスタin木器窯 4月29日（日）

ブリテン・広報委員長 岩本 敬子

京都パレスクラブ４０周年＋１記念例会

4月22日（日）

交流ＩＢＣ/ＤＢＣ委員 森田 惠三

Ｙサ例会 4月19日（木）

副会長 市橋 清太郎

竹林ワーク4月21日（土）

地域奉仕・環境委員 大西 光子



 

 

流を持ち、食べ続け

ました。そして、ウ

エストメンバーと広

瀬西日本区交流主任

とで徒歩15分程の千

鳥酒店に足をのばし、

お酒を試飲したりし

て楽しみました。窯

にもどり、閉会式を終え、帰路へ。

今回で20回続けていることもさすがですが、大阪西

クラブの手厚いおもてなしに感謝。感謝。

参加者：森田メン、メネット、島田会長、市橋メン、

メネット、コメット2名、桂、草野、野田、安平、岩本

4月27日（金）京都YMCAに於いて第2回ワイズIT勉強

会が開催されました。

【続】ソーシャルメディア講座～フェイスブックスマー

トに使いこなすために～、というテーマで、約２時間

の講義とディスカッションでした。

実際に活用しているクラブの実例に基づいての具体

的な活用方法、フェイスブック活用による、国内外の

ワイズメンズクラブとのコミュニケーションの拡がり

等について、詳しく説明していただき、とても有意義

な勉強をさせていただきました。

大阪高槻クラブからも参加され、約２０名の参加者

でした。

終了後の懇親会では、参加者同士で親睦を図りなが

ら、楽しい時間を過ごすことができました。

SNSという新しいコミュニケーションの手法はいろいろ

な意味で、親睦を活性化してくれることを実感いたし

ました。

このような勉強会を開催していただいたことに、感

謝いたします。

参加者：桂、中原、河合、岩本、安田、牧野

5月 ＨａｐｐｙＢｉｒｔｄａｙ
安平晴美メネット 岩本香織メネット

5月 ＨａｐｐｙＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ
桂厚子・五郎夫妻

藤居一彦・美幸夫妻

草野功一・敬子夫妻

２０１２年６月スケジュール

6/5 火 三役会 19：00
京都三条
ＹＭＣＡ

6/7 木
オープン

役員会
19：00

京都三条
ＹＭＣＡ

6/16 土 竹林ワーク 9：00
長岡京市
竹林

6/16 土 引継例会 19：00 ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ＆ｽﾊﾟ

２０１２年５月スケジュール

5/8 火 三役会 19：00
京都三条
ＹＭＣＡ

5/10 木
オープン

役員会
19：00

京都三条
ＹＭＣＡ

5/12 土 竹林ワーク 9：00
長岡京市

竹林

5/24 木 通常例会 19：00 ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ＆ｽﾊﾟ

☆4月役員会議事録☆司会：中原書記
報告事項

1 議事録作成者指名：河合ファンド委員長

2 前回役員会議事録承認の件：承認

3 3/10・11次期会長・主査研修会報告

4 3/11(日) 2011年度卒業リーダー祝会について

5 3/16(金) 2011年度京都YMCA国際福祉専門学校卒業式。

6 3/18(日) 東日本大震災復興支援チャリティゴルフ大

会報告

7 3/25 (日) チャリティダンスパーティ開催報告

8 3/17.24 竹林ワーク報告

9 竹林ワーク 雨天時の対応について

10 4/8（日）平安徳義会桜祭りについて

11 4/19(木) Yサ例会について

12 4/21(土) YYフォーラム・リトセン夜桜フェスタにつ

いて

13 新規地域奉仕事業提案「婚活」について

14 ウエストクラブ今一度、会員増強について

15各事業委員会報告

協議事項

1 仙台ＹＭＣＡ幼稚園児支援について（資金のねん出方

法について）

2 (仮称)ウエスト竹林ワークビジョンプロジエクト結成

の件

他クラブ関係

1 4/15(日) 大阪高槻クラブ30周年記念例会のお誘い

2 4/15(日) 長浜クラブ25周年・彦根シャトー30周年 合

同記念例会

3 4/22(日) 京都パレスクラブ40周年+1年例会

4 4/29(日) 木器窯スプリングフェスタについて

5 5/11(金) 堺ワイズメンズクラブ50周年記念例会

6 6/2(土)3(日) 東日本区大会のお知らせ

7 6/9(土)10(日) 西日本区大会のお知らせ

8 6/23(土) 大阪泉北クラブ30周年記念例会

ＹＭＣＡ関係

1 5/20(日) チャリティラン参加及び協賛のお願い

京都部関係

1 4/27(金) 第2回ワイズＩＴ勉強会

2 5/11(金) 京都部交流懇談会の件

3 9/9(日) 京都部部会 ウエスティン都

その他

1 2012.8.2～5 第70回国際大会 ノルウェー(スタバンゲ

ル)について

ワイズIT勉強会 4月27日（金）

ＥＭＣ・ドライバー委員 牧野 万里子


