
「悪を憎み、善を愛せよ。また町の門で正義を貫け」
アモス書第5章15節

Ｂ Ｆ

世界につながる、世界をつなげるブラザーフッド基金

（ＢＦ）。使用済み切手収集から始まる国際交流の輪

あなたの貢献で世界のワイズはつながる。

岡野泰和 ファンド事業主任

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

「強い義務感を持とう！義務は全ての権利に伴う」
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Club Office
京都ＹＭＣＡ本館

〒604 中京区三条柳馬場角

メンバー数

第３３代

会長主題

国際会長 主題 “ Be the light of world”

「世を照らす光となろう 」

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”

「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 ”

We can do！
～ウエストの親睦の輪を広めよう！～

26名

0名

1名

オープン役員会

メ ン

メネット

コメット

ゲ ス ト

ビジター

22名

1名

0名

0名

0名

合 計 23名

メネット例会

メ ン

メネット

コメット

ゲ ス ト

ビジター

23名

4名

0名

8名

8名

合 計 43名

ニコニコ

前月繰越

第一例会

９月例会

23000円

0円

14000円

累 計

ファンド

ポ テ ト

水 ナ ス

み か ん

ｻ ｸ ﾗ ﾝ ﾎ ﾞ

ダ ン ス
がんばろう東北

そ の 他

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

合 計 0円23000円

今 月 の 聖 句

西日本区強調月間標 語

会 員

功労会員

特別ﾒﾈｯﾄ

27名

出席率100％
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ含む
前月出席率
100％

会計 中原一晃ワイズからの一言

メネット例会のニコニコ１４,０００円は、西日本区メネット事業へ寄贈させていただきました。

豪雨・雷雨の夏も過ぎ去り、食べ物のおいしくなる季節となってきました。

各クラブでは、クラブ内の 重要課題に会員増強、メンバー増員を掲げられています。我がウ

エストクラブも１０月例会はＥＭＣ例会と位置付け、多くのゲストをお誘いしようと取り組ん

でいます。その一端としてウエスト人柄発信ビデオ、『ウエストのすばらしき仲間たち』「仮

題」と題して５つの簡単な質問に答えるメンバー全員のチェーンビデオを作成します。①なぜ

ウエストクラブに入会したか？②ウエストクラブで何がしたいか？③ウエストクラブで何を得

たか？④あなたにとってウエストクラブとは？⑤未来のメンバーに一言。シメは会長のコメント。各質問1分、1人10

秒で６人。もちろん、メンバーの肉声が聞けて、遠まわしにウエストクラブはいいクラブで、入会すればこんなすば

らしい仲間と知り合えますよ的な目論見はあるのですが…。みんなが思っている本当の気持ちを伝えるわけですから、

これほど正直に宣伝できる物はありません。製作には手間暇かかりますが、ホームページやFacebook、クラブリーフ

レットなどの媒体とはまた違った広報ができるのではないかと今期ＥＭＣ委員長の発案に感服しきりです。完成しま

したビデオはホームページにアップしますので乞うご期待！各委員会でビデオ撮りが始まっています。データの山が

押し寄せる前に、しっかり仕事しときましょ。



８月２４日 １９時から三条本館にて坂下主査のも

と３６名の参加で開かれました。

会議の主な内容は下記の通りです。

1．10月6,7日 エイズ文化フｫーラムｉｎ京都について

2．11月3日 ワイズデーについて

3．ＣＳ資金、ＴＯＦ、ＦＦ献金について

4．事業資金の申請について

5．ＵＧＰロールバックマラリアについて

6．京都部チャリティーボウリング大会について

その他 各クラブの地域奉仕、環境事業の取り組みに

ついての説明会及び話し合いが行われました。特にワイ

ズ国際統一事業の第二期（2010年～）は、マラリア撲滅

関連事業『ロールバックマラリア』を展開しています。

マラリアはハマダニ蚊によって感染するそうです。毎年

３～５億人が感染をし、３００万人が死亡しています。

その大多数が５歳未満の幼児だそうです。対策として

大変効果のある殺虫剤付蚊張のセットを今年も送りたい

ので支援をお願いいたします。

９月２日(日)リトセン秋の準備ワークが開催されまし

た。行く途中笠取インターを降りて通行止めの柵の横を

すり抜けて、駐車場に到着できました。一面緑色の景色

から一転して土砂が流れ込んだ痕が生々しく見えました。

９時３０分より京都ＹＭＣA神﨑総主事の挨拶で始ま

り、そのお話のなかで、土砂災害のあとワイズメンズク

ラブメンバーにより復旧作業がスムーズに行われたこと

に大変感謝されておりました。続いて船木部長の挨拶で

は、まだまだ復旧作業が残っており、メンバーの皆様の

継続的な協力を求められておられました。

作業予定はウエストクラブ６名とパレスクラブ１名に

よる宿泊棟とキャビンの清掃でした。河合Ｙサ委員長の

強い思いで、今まで出来なかった布団と毛布の天日干し

作業が大々的に行われました。ベランダ一面に干された

布団の多さに驚きました。次にキャビンの清掃は比較的

きれいに使われており、換気扇や、エアコン、浴槽の清

掃もスムーズに終了しました。

そして食堂から香ばしい香りに誘われていよいよ昼食

をいただきます。キャピタルクラブの皆さんが、インド

料理「ケララ」さんの指導のもと作られた男のカレーを

いただきました。

しっかり充電できたところで、午後の作業は再び布団

干しですが想像以上の量の多さでくじけそうになりまし

た。桂ワイズの一言で船木部長に応援依頼したところ次々

とお手伝いいただき、瞬く間に作業が進み 後の布団を

干しきることができました。急にゴロゴロという音とと

もに空模様があやしくなり、大慌てで布団を回収してな

んとかセーフ。結構激しい夕立が降り、やむなく作業を

終了しました。お疲れ様でした。

参加者：市橋、桂、岩本敬子、河合、福田、野田

第１７回京都部合同メネット会

（１７クラブ６５名の参加）が、

渡部美代子京都部メネット主査の

開会の祈りで始まりました。ご来

賓の方々のご紹介、ご挨拶、野村

靖子西日本区メネット事業主任か

ら東日本大震災で被災した子ども達への支援について説

明そして献金がつつがなく行われました。

軽食のあと、若柳吟寿々様社中の方々の舞の披露があ

りました。子どもさんのかわいい踊り、吟寿々様や名取

の方々の粋な踊りを見せて頂き、伝統芸能の良さを感じ

ました。

さて、合同メネット会には、いつもメネットソングを

唄います。こんなご時世だから「助け合う心と心」「願

いは世界の平和」という歌詞が、心に沁み入ります。国

内・国際プロジェクトに温かい支援が集まることを願い

ます。（献金は52,000円でした。）

（参加者 草野メネ・鈴木メネ・立山メネ・野田メネ・

福田メネ・松本メネ・森田メネ）

９月９日ウエステイン都ホテル京都にて、第１７回京

都部会が開催されました。

オープニングの映像は1年半前に起きた東日本大震災

が流れました。いつまでも忘れず、支援していこうとの

思いがこもったものでした。そして、恒例のバナーセレ

モニー。会長が歩く舞台は、ファンッションショー仕立

てです。4番目がわがウエスト市橋会長の出番です。勇

ましく登場してきました。メンバー全員で、声援を送り

ました。会長気づいてくれましたか？式典は、淡々と進

み予定より早く終わりました。

いよいよ、第2部嘉門達夫さんのライブです。嘉門さ

んも東日本大震災には数回行き、歌って元気づけていた

ようです。そこで知り合った、子供の詩に曲をのせた

「がんばりす」応援歌「桜咲く」演歌「ほめられて」が

私には、心に残りました。替え歌や、ｴﾋﾟｿｰﾄﾞ話であっ

という間の1時間、大いに笑わせて頂き感謝です。

続いて懇親会、桂次期部長の乾杯挨拶で、食事タイム。

そうこうしている間に、クラブ対抗素人名人会です。ウ

エストは、出し物が2日前に決まり、少ない時間でした

が、塚本プロデューサーによる、『イリュージョン』を

披露。次期京都部会の立山事項委員長を中心にした、イ

リュージョンの世界へ招待です。出演者は、一生懸命や

りました。賞も期待しましたが、みごと外れてしまい、

残念。上には↑がいました。しかし、ウエストのパワー

はお伝えできたと考えております。次期に向け、今回の

京都部会は多に参考となったことと思います。あと1年

後どのように、趣向をこらすか？これから、メンバーで

話していくことでしょう。来期も多くの方に喜んで頂け

第１７回 京都部部会報告 書記 岩本敬子

８月２４日 京都部地域奉仕環境事業懇談会報告

地域奉仕事業委員長 松本忠正

９月９日 京都部合同メネット会に参加して

立山益子メネット

９月２日 リトセン秋の準備ワーク報告

ブリテン・広報事業委員長 野田泰伸



るよう、ウエストメンバーパワーで頑張りましょう。

船木部長及びホストクラブトップスの皆さんご苦労様

でした。

雨が心配される中でのワーク、現地の様子は辺り一

面、草ボウボウという状況の中、駐車場を確保する意

味で、側面だけの草刈りをするということになり、枯

れ枝を運ぶ組と、焼却組とに別れて、私は笹山さん、

森田ワイズ、大西ワイズとともに活動しました。 初

に、焼却炉の中身の燃えカスをひっくり返して空っぽ

にしてから枯れ枝と新聞紙を入れて、始めたので非常

に効率の良い作業に取り掛かることが出来ました。い

つもの半分ぐらいの労力で、次々と枯れ枝を燃やし続

けることが出来ました。枯れ枝が上からどんどん運ば

れて来るので、次のワークの分までたっぷりと貯めて

あり、やり甲斐があるなと今から次の段取りを立てら

れる様な状態です。

出席者はメンバーが７名と、笹山さん、東前さん、

山本さんが加勢でお手伝いしていただきました。今後

のワークの方向性は、まだ議論の段階ですが、皆さん

で意見を出し合って、良い竹林ワークに育てていきま

しょう。

午後７時より三科広報事

業主査の挨拶のもと開会。

舟木京都部長の方針や計画

のお話、西日本区吉村広報

主任から広報についての説

明等が有りました。その後、

各クラブでの広報の仕方を

各委員長が発表。ホームページやリーフレット、フェ

イスブックの意見が多かったのが印象的です。ウエス

トクラブからは野田委員長がダンスファンドのチラシ、

今進行中の婚活でのお話をされました。あと、インター

ネットのライブ中継やラジオでの宣伝などいろんな意

見が出されました。ただリーフレットが有るクラブは

半数くらいでした。やはり年代や人数によりクラブの

中での活動が違うのも印象的でした。クラブのキャッ

チコピーを考えて下さいと依頼も有り西日本区表彰対

象だそうなので皆さんで考えたいと思います。その後

は懇親会でおおいに親睦をはかって終わりました。

～お家と暮らしの“夢マップ”作りを通して『住育』

の大切さを学びました!!～

メネットの皆様にお誘いいただいて、

今回も夫と一緒に参加させて頂きま

した。

京都部メネット事業主査の渡部美

代子様をはじめ、20名ほどの他クラ

ブのメネット・ゲストの皆様の参加

もあり、華やかな<メネット例会>となりました。

夕食の後、㈱ミセスリビング社長 宇津崎せつ子様を

講師に、学びタイム!!。

初めて耳にしましたが、キーワードは『住育』=住ま

いは家族を育む場。その『住育』の視点で、自分たち

の住まい環境を考える良い機会となりました。特に住

まいの運気をあげる風水のお話は、とても興味深く、

玄関・台所・トイレなど即改善できることは、やって

みようと思いました。

また、夢・不安・改善・希望を書き出す“夢マップ”

作りを通して、「コレ、いいんじゃない!」頭の中が整

理され、日ごろバラバラの家族のコミュニケーション

づくりにもなるし…。夫婦で、家族で“夢マップ”作

りにチャレンジする時間を作っていこうとポジティブ

な気持ちにもなれました。夫婦そろってのワイズメン

ズ活動に感謝!!ありがとうございます。

９月１３日（木）三条Ｙにてオープン役員会開催。

まず報告事項として、各担当委員長より終了済み行事、

今後の予定行事につき報告・確認等がなされ、竹林関

連やポテトファンドの予定、EMCのゲスト獲得作戦など、

今月も盛り沢山の内容でした。続く協議事項では、ウ

エストが参画を行う京都府の「婚活プロジェクト」の

件、桂ワイズが実行委員長を務めるリトセンオータム

フェスタの件、福島県の親子キャンプの費用の支援の

件などにつき、活発な協議がなされました。全般を通

して、質問や意見も積極的に行われ、全員で情報を共

有する有意義なひとときであったと思います。クラブ

内の委員会活動も日時を決めて、毎月定期的に開催さ

れている模様で、今後のウエストの益々の盛り上がり

を楽しみに感じたオープン役員会でした。

９月１４日 京都部広報事業懇談会会報告

ブリテン・広報事業委員 金澤典子

★ 府庁ＤＥ婚活 ★

日時 ２０１２年１１月１７日（土）

１２：３０～１７：００

場所 京都府庁周辺・京都国際ホテル

素晴らしいカップルが誕生すればいいですね！

メンバー全員で取り組みましょう

９月８日 竹林ワーク報告

Ｙサ事業委員 福田英生

９月２７日 メネット例会に参加して

メネット 福田仁美

９月１３日 オープン役員会報告

Ｙサ委員長 河合久美子



 

 

報告事項

1 8/11.9/8.10/13竹林ワークについて

2 8/11・12 東京ひがし 水掛祭りについて

3 8/19平安徳義会夏祭りについて

4 8/24 京都部地域奉仕・環境事業委員会懇談会の件

5 8/23納涼例会・9/27メネット例会について

6 10/25EMC例会について

7 8/25びわこ部会・9/9京都部会について

8 9/2リトセン秋の準備ワークについて

9 竹林貸借契約の更新について

10 会則の見直しPT進捗報告

11 10/20ﾎﾟﾃﾄﾌｧﾝﾄﾞについて

12 竹林プロジェクト進捗状況について

13 各事業委員会

14 桂次期部長キャビネット活動報告

次期桂部長の標Ｌet us Join hands 予定

協議事項

1 11/17婚活プロジェクトについて

2 10/21スペシャルオリンピックスのチャリティーウォー

クの協力要請（参加と資金）

3 11/25リトセンオータムフェスタの協力内容について

（桂実行委員長）

4 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

議案

１．京都橘大学福島支援親子キャンプに協賛金として、

東日本震災復興支援活動予算から

14,500円拠出する。 承認

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ＹＭＣＡ国

際協力キャンペーンとして国際協力募金を行います。

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。日 時 ２０１２年１１月４日（日）

２．ウインタープログラム受付開始

<スキーキャンプ・デイキャンプ>

受 付 ◎会員優先 １１月７日（水）～８日（木）

午前１０時～午後６時 ※日曜日除く

電話(０７５)２３１－４３８８

FAX（０７５)２５１－０９７０

詳しくは http：//www.kyotoymca.or.jp をご覧

ください。

<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８日（木) 午前１０時より

◎ 会員・一般 １１月８日（木） 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．世界ＹＭＣＡ・ＹＷＣＡ合同祈祷集会

２０１２年世界ＹＭＣＡ・ＹＷＣＡ合同祈祷週テーマ

「暴力に勝利はない-人権と尊厳の尊重を目指して」

２０１２年京都ＹＭＣＡ・京都ＹＷＣＡ合同企画プロ

グラム テーマ「未定」

講 師： 未定

日 時：１１月１７日（土） 午後６時～

場 所：京都ＹＷＣＡ(上京区室町通出水上ル)

参加費:５００円(軽食付)

お申込・お問合せ 電話(０７５)２３１－４３８８

４.リトリートセンターオータムフェスタ

日時 １１月２５日(日)

場所 京都ＹＭＣＡリトリートセンター

電話(０７７４)２４－３８３８

５.ボランティアセミナーのご案内

日時 ２０１２年１０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(お茶代等)

お申込は京都ＹＭＣＡ 電話(０７５)２３１－４３８８

10月 ＨａｐｐｙＢｉｒｔｈｄａｙ
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

松本忠正・純子

２０１２年１１月スケジュール

11/1 木 三役会 19：00
京都三条
ＹＭＣＡ

11/8 木
オープン

役員会
19：00

京都三条
ＹＭＣＡ

11/10 土 竹林ワーク 9:00 長岡西山 竹林

11/22 木 通常例会 19:00 ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ＆ｽﾊﾟ

２０１２年１０月スケジュール

10/4 木 三役会 19：00
京都三条
ＹＭＣＡ

10/11 木
オープン

役員会
19：00

京都三条
ＹＭＣＡ

10/6 土 竹林ワーク 9：30 長岡西山 竹林

10/20 土 ポテトファンド 9:00 久御山

10/25 木 EMC例会 19：00 ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ&ｽﾊﾟ

ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ

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。

役員会議事録


