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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

語

西日本区強調月間
Menettes

国際会長 主題 “ Be the light of world”
「世を照らす光となろう 」

各クラブ役員は例会にメネットを誘いましょう。

アジア会長 主題“Years bring wisdom”
「歳月はY'sをワイズ（賢者）にする」
西日本区理事 成瀬晃三(名古屋クラブ）
主題 “Let Y'smen Light Shine before Others In the club,
in the community, in the world”

Have Fun With Menettes （メネット共に楽しく）

野村靖子 メネット事業主任

今 月 の 聖 句
「わたしと私の言葉を恥じる者は、人の子もま
た、父の栄光に輝いて聖なる天使たちとともに
来るときに、その者を恥じる。」
マルコによる福音書第8章38節

「先頭に立ってワイズの光を輝かそう クラブで、地域で、国際社会で」

スローガン：“Devote yourself to Y'sdom and Get More Satisfaction」
“ワイズメンの満足度向上を真摯に取り組もう ”

第３３代

We can do！

会長主題

～ウエストの親睦の輪を広めよう！～

会 長

市橋 清太郎

副会長

塚本 勝己

書 記

草野 功一 ・ 岩本 敬子

会 計

中原 一晃

新しい事業に挑戦

会長 市橋清太郎
我が京都ウエストクラ ブの新し

ても知名度がおとるワイズですし(たまに宗教団体などと勘

い事業として京都府主催の 婚活

違いされることもありますが(涙)）京都府主催のイベントの

イベントのサポートを行なおうとし

サポートともなれば、社会的信用度もグッとあがるのでは

ています。これまでのワイズ活動と

ないでしょうか。

は無縁のように思えますが、独身

実行部隊は特別ﾁｰﾑを編成して、他の団体に所属して

男女の出会いの場・きっかけの提供、それは人と人との交

おられたときに京都市で同様のイベントをサポートされた

流であり、我々ワイズメンにも色々、引っ張り出せるノウハ

中心人物である安平ワイズをリーダーとし、島田直前会長、

ウがありそうです。昨今、草食男子なる言葉が流行りのよう

塚本福会長と中原会計と草食系とは無縁のメンバーで行

に言われていますが、色々お話を聞くと、女性よりもこの草

なっています。ルーティーンの行事に加えてのイベントと

食系の増加が結婚率の低下の一因であるようです。

なりますので、これから準備や当日のスタッフなどメンバー

それはさておき、参加者に喜んで頂けるイベントにすれ

の皆様には、ご協力頂く事が多くございますが、とりあえず

ば、それは広い意味での地域貢献になりますし、何より今

やってみよう！やればできるさWe can do !の精神で是非、

までにないインパクトのある広報活動になると考えていま

ご支援、宜しくお願い致します。

す。他の団体（ロータリークラブさんなど）と比べるとどうし
納涼例会のニコニコ１２,０００円のうち、６,０００円は九州北部豪雨被害へ、６,０００円は
東日本大震災被害へ、それぞれＹＭＣＡ同盟を通じて募金させていただきました。
オープン役員会
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８月９日 オープン役員会報告
ＥＭＣドライバー委員

角谷多喜冶

最初に竹林ワーク・平安徳
議会夏祭り・ポテトワーク
等、ウエストメンバーの活
動状況について各委員長か
らの報告が行われました。
報告に対する質問・意見等
も積極的に行われ、メンバー
の意識の高さ・きめ細やかさには改めて感心させられま
した。
協議事項では、新しい取り組みである「婚活プロジェ
クト」についての話し合いが行われ、京都府開催のイベ
ントへの参加予定等、着実に進めている模様が伝わりま
した。
他クラブ関係では、東京ひがし水掛祭り・周年事業へ
の参加について、YMCA関係では九州北部豪雨被害支援に
ついて、京都部関係では京都部各事業委員会懇談会・京
都部会についての話し合いが行われ、幅広い活動が伝わ
るオープン役員会でした。
８月１１日 竹林ワーク報告
地域奉仕・環境事業委員

立山隆一

８月１１日（土）早朝より雷雨があり、今日のワーク
はどうなるのかと思いながら現場に到着。
もうすでに加藤ワイズと野田ワイズが竹の伐採をはじ
めていました。そして安田ワイズ、福田ワイズ、大西ワ
イズ、私は東前さんの指導の下で今年、生えた竹の本数
を調べる作業を行う事となり、マジックで数字の４を神
社側に書き、そして東前さん用意した、目印となるナイ
ロンの紐を竹に巻きながら本数を調べる作業をはじめま
した。少し遅れて塚本ワイズが今朝の3時までお酒をの
んでいましたと少し二日酔いで作業に加わり、約1時間
程で作業終了となりました。
調べた結果、今年新たに生えた竹は３３５本でした。
参加された皆さんお疲れ様でした。 参加者8名でした。

４年ぶりの富岡八幡祭り（水掛まつり）に参加
８月１１～１２日
交流委員 森田惠三
８月１２日（土）グリーン
車に陣取った６人のウエスト
一行はいつも乍のワイズ・世
相・家庭・離婚・オリンピッ
ク談義と話題には事欠かず、
あっという間の東京着でした。
東京ひがしメンバーの車でスカイツリーへと一直線。と
にかくでかくて高くてびっくり。残念乍、ツリーは予約
取れずとかで代わりに登った「そらまち」の屋上から見
た隣接のガラスビル壁面に写るツリーの影絵が見事でし
た。

夜は今井会員ご子息のレストラ
ン「イーズ」での歓迎例会。東京
ひがしの皆さんも１１名に減った
とは言え元気いっぱい、ゲームに
興じて４年振りの再会を楽しみま
した。
翌日は野々口茜衣さん、ゲスト
のアニールさんも加わって祭り姿
も恰好良く、お神輿巡行の列に溶
け込みました。昼食後、女性だけ
の神輿かつぎに参加したウエスト女性軍も道路脇からの
清めの水掛に濡れ、なかなかの色っぽさを発揮、手で支
えるだけ？でもご利益は大変大きかったことでしょう。
ホテルで帰り仕度、乗車前の１時間半の沖縄居酒屋で
のビールの味は格別でした。
初参加の市橋・野々
口一家も素的な一日だっ
た様子。東京ひがしか
らは３年後の祭りには
未体験者打ち揃っての
参加を期待しています
とのことでした。今か
ら約束しましょう！
参加者＝市橋・森田・桂・岩本・牧野・河合・野々口・
茜衣さん・アニールさん９名
８月１９日 平安徳義会夏祭り報告
メネット 野田君子
８月１９日（日）恒例の夏祭りが行われました。
３時に集合、６時の開催までにいつものように仕込み作
業をするのですが、今年は若い男性メンの参加が多くて
速く準備が整い少し時間があまったように感じられて、
メンバーからは、来年は参加人数が多いと時間を遅らせ
てはどうかという声もありました。おかげさまで涼しい
部屋でアイスコーヒーを頂き一服ができました。
私が初めて夏祭りに参加した時は、やぐら組みから始
まってなかなか大がかりなボランティアだなぁと思いま
したが、近年は園の皆さんでそれぞれ分担して祭り準備
が出来上がります。ずいぶん変わりました。
市橋会長のあいさつで祭りが始まりました。
園からお若い２名が手伝いにきてくれました。フランク
フルトコーナーはなぜか、いつになく活き活きしていた
と感じたのは私だけでしょうか・・・
お客さまは多くはなかったように思います。
フランクフルト、わらび餅は完売でした。焼きそばが
残りました。フーセン釣りも繁盛していました。
祭りの後始末も、園の方でしていただけるとのことで早
めの帰宅となりました。
参加されました皆さまお疲れ様でした。
参加者：市橋会長、松本、立山、中原、安平、塚本、島
田、桂コメット・マゴメット、河合、岩本、岩本敬子、
大西、安田、福田、林、野々口、森田、森田メネット、
野田メネット・コメット・マゴメット

８月２３日 納涼例会報告
ファンド委員

藤居一彦

８月２３日（木）今月の例会は、納涼例会で、貴船
のべにやの川床で行います。
ゲスト、ビジター1３名と多くの参加を頂き総勢３５名！
午後6時に、烏丸御池と烏丸北大路へ2台のバスで迎え
に来て頂き、いざ貴船へ出発！
集合時間の少し前に夕立が有りましたが、その夕立も
納まり、少し遅れて出発。
しばしのバス内での歓談の後、貴船に到着しました
が、こちらも雨模様で、川床で出来るのか？室内にな
るのか？少しやきもきしましたが、何とか川床で出来
る事になり、一件落着！無事、納涼例会のスタートで
す。
美味しい料理と冷えたビールで、納涼例会は楽しく
過ぎて行きます。
途中、大ビンゴ大会で沢山の景
品が多くの方に当たりましたが、
何の因果か私には当たりませんで
した。
外国からのゲストも有り、楽し
い例会は早く過ぎ、あっという間
に終了。
ご参加を頂きました多くのゲス
トの方ありがとうございました。
二次会へ行くメンバーと分かれてバスに乗り、いざ
二次会の会場へ・・・
８月２５日 第１７回びわこ部部会報告
外部書記 草野功一

メンバーとのささやかな交流のほかは、松本ワイズが
せっせと運んでくれる飲食物を平らげることに余儀な
くされたのである。なお、当日の部会の盛況振りは、
中原カメラマンが出席される行事の恒例どおり、翌日
には、クラブホームページに掲載されている大中小１
００葉の写真により知ることができるので、是非参照
を乞う！

役員会議事録
報告事項
1 7/14・8/11竹林ワークについて 松本地･環委員長
2 7/14.15.16祇園祭清掃（東稜クラブ）協力について
河合Ｙサ委員長
3 7/26キックオフ例会
島田Dr委員長
4 8/23納涼例会(8・9月例会はｸｰﾙﾋﾞｽﾞ)島田Dr委員長
5 7/20 京都部ファンド事業委員会懇談会の件
加藤ファンド委員長
6 7/27 京都部EMC事業委員会懇談会の件
安平EMC委員長
7 竹林貸借契約の更新について
市橋期会長
8 8/19平安徳義会夏祭りについて 松本地･環委員長
9 会則の見直しPT進捗報告
森田PT委員長
10 竹林プロジェクト進捗状況ロジェクトについて
安田PT委員長
11 ﾎﾟﾃﾄﾌｧﾝﾄﾞについて
加藤ファンド委員長
12 各事業委員会 各委員長
13 桂次期部長キャビネット活動報告
中原次期事務局長
協議事項
1 婚活プロジェクトについて
安平EMC委員長
2 ゲスト参加の呼びかけ強化について安平EMC委員長
3 8/18から24日 京都橘大学（福島支援親子ｷｬﾝﾌﾟプ
ログラム）支援について 岩本敬子書記
4 国際憲法改定に関わる投票について
市橋会長

標記部会が万葉の古代ロマンあふれる蒲生野の地
「ホテルニューオウミ」で開催された。
１０時３０分の開会で、ライトの落とされた会場の
テーブルに着くと、奏でられる琵琶の音とともに、嵯
峨清涼寺で修行された地元寺院の若き住職金森昭憲師
京都橘大学福島支援親子キャンプに協賛金
による「平家物語」語りのプロローグである。場面は、 議案１
熊谷次郎直実（後の僧蓮生）が平家のうら若き公達・ として１人あたり500円×30名（最大）を、東日本震災
承認
敦盛を心ならずも討ち取る有名な「熊谷発心（敦盛最 復興支援活動予算から拠出する。
期）」である。法話は、東部大震災で実姉を亡くした
修学旅行生との出会いを交えた諸行無常と縁（えにし）
大好評 ワイズポテト 只今ご予約承り中
に関する含蓄のある内容であった。
今年もやってきました！！ 北海道直送便
東西４７クラブ総勢２１０名参加の部会は、バナー
じゃがいも １箱(10㎏) １,８００円
セレモニーから始まる式典及び懇親会を通じて、井之
栗かぼちゃ １箱(10kg) ２,２００円
上温代部長らスタッフの地元カラ―と心遣い、熱意が
１０月２０日発売！！
ひしひしと感じられる印象に残る運営であった。クラ
お問い合わせは
ブからの参加者４名のうち、桂・
京都ウエストクラブ 加藤
中原ワイズは、次期に向けた活
TEL 090-3716-0949 迄
発な外交広報活動を展開し、松
お待ちしてま～す！！
本ワイズは、江州音頭踊りの輪
にも進んで飛び込んでいた。そ
れに引き換え、私は、新旧参加

ＹＭＣＡ

ＮＥＷＳ

【介護福祉学科】（昼間・２年）
・卒業と同時に国家資格が取得（国家試験免除）でき
るラストチャンス！
社会では「いじめ」に関する事件、障がいのある子ど
（２０１４年度入学からは、資格取得には国家試験の
もたちへの配慮の不足、国や文化の違いから生じる衝突
受験が必須となります）
などの課題がますます深刻になっています。一方で、オ
・８年連続９５％以上の高い就職率を誇っています！
リンピックを通じて、スポーツのもつ良さともいうべき
・資格取得だけではない、ＹＭＣＡらしい人間教育を
「達成する喜び」「夢を適えようとする姿勢とその努力」
行っています！
「ゲームを終えた後のノーサイドで接する姿」などによっ
【社会福祉士科】（通信・１年９か月）
て、私たちには大いなる感動が与えられました。
・通信制でありながら、困ったときには相談できる講
京都YMCAのキャンプ、スポーツをはじめとした多様な
師が充実。“顔の見える通信教育”！
プログラムが行われ、この夏も多くの青少年が、それぞ
れの体験活動やボランティア活動を通して育まれました。 ・受験資格取得だけではない、人と人との関わりを大
切にした通信教育！
しかしながら、宇治市で発生しました大雨による被害、
特にリトリートセンターでの災害につきましては、たま 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
たま宿泊者の方もおられないときでありましたが、施設
９月１１日(火) 午前１０時より一般の方の後期募
敷地内にも多大な被害がありました。しかしながら、ワ
集がはじまります。
イズメンズクラブの皆さんの大きなお力によって、短期
３．ボランティアセミナーのご案内
間で復興を果たすことが出来ました。
保育園どもたちやご家族、大学生の研修の場所として、 ①ちょこっとボランティア 視覚障がい者サポートの
講習会
講師 松永信也(まつなが のぶや)氏
秋からも多くの来園者がお越しになられますが、概ね予
日時 ９月２９日(土) 午後６時３０分～８時３０分
定通り実施することが可能となりました。
場所 京都ＹＭＣＡ(三条柳馬場)
ワイズメンズクラブ京都部をはじめ各クラブの皆さん
参加費 ３００円
のお働きらに心より感謝申しあげますとともに、９月に
定員 ３０名(申込順)
行われますワークにつきましても、どうぞよろしくお願
②がん患者さんとそのご家族へ 第６８回 苦しみ、
いたします。
悩み、不安を共有しませんか。
あらためてこの度の災害と復興通じて、YMCAならびに
YMCAの事業がワイズメンの方々、リーダー、リーダーOB、 日時 ９月１５日(土) 午後７時～９時
場 所
京都ＹＭＣＡ(三条柳馬場)
会員そして地元の方々に支えられておりますことを認識
参加費
お一人 ３００円
し励まされました。ありがとうございました。
４.「第２回ＡＩＤＳ文化フォーラムin京都」～エイズ
京都ＹＭＣＡ 神﨑清一
を知ろう エイズで学ぼうⅡ～
日時 １０月６日（土）12：20～18：30
１.国際福祉専門学校〔介護福祉学科・社会福祉士科〕
７日（日）10：00～17：45
１０月１日（月）出願受付開始！
場所
同志社大学 新町キャンパス 尋真館
主催
ＡＩＤＳ文化フォーラムin京都運営委員会
９月 ＨａｐｐｙＢｉｒｔｈｄａｙ
共催
京都府、京都市
野々口佳孝ワイズ
お問い合わせは
野田君子 メネット
京都ＹＭＣＡ 電話(０７５)２３１－４３８８

９月 Ｈａｐｐｙ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ
福田英生・仁美
この会報誌はやましな工房（山科共同作業所）
の協力で製本しています。

２０１２年１０月スケジュール

２０１２年９月スケジュール
京都三条
ＹＭＣＡ
京都三条
ＹＭＣＡ

10/4

木

三役会

19：00

10/11

木

オープン
役員会

19：00

15:30 ウエスティン都

10/6

土

竹林ワーク

竹林ワーク

9：00 長岡西山 竹林

10/20

土

ポテトファンド

ﾒﾈｯﾄ例会

19:00 ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ＆ｽﾊﾟ

10/25

木

EMC例会

9/6

火

三役会

19：00

9/13

木

オープン
役員会

19：00

9/9

日

京都部部会

9/8

土

9/27

木

京都三条
ＹＭＣＡ
京都三条
ＹＭＣＡ

9：00 長岡西山 竹林
未定

未定

19：00 ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ&ｽﾊﾟ

