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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

ＴＯＦ・ＣＳ・ＦＦ

国際会長 主題 “Be the light of world”

できることから始めましょう。ＴＯＦ・ＦＦ
あなたの献金が命を助けます。

「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」

笠井俊明 地域奉仕・環境事業主任

今 月 の 聖 句
「主は常にあなたを導き、骨に力を与えてくださる。」

ス ローガン：“Devote yourself to Y'sdom and Get More Satisfaction」
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第３３代
会長主題

We can do！

～ウエストの親睦の輪を広めよう！～

もうすぐ部長です

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

次期京都部部長 桂厚子

はや今年も次次期の部長のお名前が上がり、感慨深いものがありました。あれは一
昨年の暮、例会場のロイヤルホストのラウンジで、私に思いもしない部長をとのお声
がかかり、ウエストクラブが立候補という事で皆様のご賛同、ご支援をいただきまし
た。今日やっと、なんとか部長職を預かる覚悟のようなものがお腹の中に座ってきま
した。ガンバリます！本当の始まりは７月ですが、前５ヶ月を切る今,次期三役のメ
ンバーももうピークというぐらい気合が入ってきています。実は三役が（安平書記、
中原事務局、島田会計、河合Ｙサ、）強力に何事も牽引していて、私の心配する問題
はありません。それでも部長主査研修が１月で、３月には次期の会長の研修が始まり
ます。時間が迫って来ております。私にはクラブ外の役目を拝命するのは初めてで、
何もしない部長でも立派なワイズメンばかりの中で萎縮してしまう気分です。何を知らないだけでなく、なにより
も｢部長とは｣と問う、自分に答えられなかったからです。部長は強いーダーであるべきです。人格も問われるし、
ワイズの事もよく知っているべきで、魅力的で、ポジティブに問題を解決することができ、熱血である。そういう
人が部長であるべきです。それが何一つ該当しないにもかかわらず、引き受けた私ですが、考えた結果、そうだ私
は看板なんだ！取り敢えず出来るだけ元気そうで見た目を遠目に美しく見えるよう精一杯努力しよう。道は険しい
が、精進し、自分のためにも、少しでも私という人間が成長していますように、市橋会長の言われる器に似合う人
になれていますように、メンバーのご指導サポート今しばらく暖かな目で見ていただけますようにお願いいたしま
す。今期三役役員会で検討していただいてるワイズデー、Ｙサ主査にお願いしているＹＹＹフォーラム、ＹＭＣＡ
メンバー数
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全国リーダー研修、立山実行委員長が指揮する部会実行
委員会、それぞれの担当委員会に時間を割いていただい
ているメンバーの皆様、本当に有難うございます！ウエ
ストクラブ全員でのサポートに感謝です！願わくは、忙
しい方も入会間もない方も、自ら進んでこのホストクラ
ブの仕事に没頭していただいて、達成感や任される責任
感や存在の快感、ワイズの楽しさを味わっていただきた
いのです。無事生きて次期を乗り越えましたら、思う存
分みんなで祝杯をあげたいと思います！
１月１０日 新年例会報告
ファンド委員 藤居一彦
お正月気分も抜けやらぬ、
１月１０日（木）１９：０
０から、京都グランヴィア
ホテルにて例会が行われま
した。
今回は２０１３年９月１日
（日）に我がウエストクラ
ブがホストする予定の、京都部部会の試食会例会です。
３階今昔の間で、ウエストクラブ２６名出席で行われま
した。
市橋会長の開会点鐘、会長挨拶に続き、各委員会報告
が行われ、引き続き行われた総会では、次期の塚本会長
のキャビネットも承認されました。
安平ＥＭＣ委員長の強いリーダーシップの元、あと1
名でウエストクラブもやっと３０名です。
さあ試食ですが、コース料理とテーブルビュッフェ料
理に分かれて頂きました。和気藹々と出されるお料理を
頂き、その後アンケートでメンバーの意見を集計しまし
た。これは次回の部会会議で発表されると思いますので
それまでのお楽しみです。そ
の後のニコニコマンは、新人
の渡邊ワイズが担当ですが、
さすが上手く進めらますね。
市橋会長の閉会点鐘で、グラ
ンヴィアでの例会も終了！お
疲れ様でした。
１月１９日 京都洛中クラブ２５周年記念例会報告
交流委員長 牧野万里子
１月１９日（日）京都全日空ホテルに於いて、京都洛
中クラブ２５周年記念例会が開催されました。第一部の
式典は日本舞踊で幕が開き、会長、来賓の挨拶、入会式
と厳粛な雰囲気で式典が進んでいき、入会式も執り行わ
れました。第２部はＦＭ京都α-ステーションで２０年
間パーソナリティーを勤められた加藤弘樹氏の記念講演
会、演題は「生放送２０年」、とて
も興味深い内容のお話を拝聴させて
いただきました。そして第３部では
獅子舞の披露に続いて、成瀬西日本
区理事、船木京都部部長、洛中、み

やび、ウエスト、３クラブの会長により鏡割りが行われ、
懇親会がスタートしました。食事や会話を楽しみながら
交流を図る参加の姿からは、とても和やかな雰囲気が感
じられました。
最後に、坂井会長より２５周
年を記念しての「洛中宣言」
が発表されました。
テーマは“ルネッサンス”ワ
イズの基本精神である親睦と
友情を大切にしながら奉仕活
動を行い、新しい仲間を増やしクラブを活性化していく
という思いが伝わってくる力強い宣言でした。ウエスト
クラブの子クラブである洛中クラブ、お互いに協力し合っ
てワイズメンズクラブをより有意義なクラブにしていき
たいと思いました。
参加者は約１８０名、ウエストクラブからは１２名参の
参加でした。多くのワイズメンと交流ができ、とても有
意義な時間を過ごさせていただきました。

１泊例会 （予告）
３月１６・１７日（土・日）
丹後奥伊根温泉「油屋」にて
１泊例会を行います。
３月１６日（土）
１４：００京都駅八条口からサロンカーにて
出発～車中にて例会開催～
１７：００頃 油屋さんに到着
～入浴～
１８：００～大宴会～
２１：００分科会～京都部部会打合せ
（詳細はドライバー委員会から発表）
３月１７日（日）
９：００出発
舞鶴とれとれ市場～
自衛隊舞鶴基地 ～ 昼食
１７：００京都駅八条口到着

京都ウエストチャリティーダンスパーティー

ニューメンバー紹介コーナー
渡邊 昌嗣ワイズ
生年月日：昭和４０年６月３日生
星座：ふたご座
血液型：Ｂ型
年齢：４７歳
趣味：ゴルフ、スキー
コメント：家族構成は妻４０歳、長男１３歳、長女９
歳の四人家族です。
仕事は株式会社ジェイテック
の代表取締役を務めておりま
す。事業内容は、清掃メンテ
ナンス事業部、ホテル事業部、
カーブス事業部です。
安平ワイズと商工会議所青年
部の同期入会で、安平、島田
ワイズと共に卒業し、時間に
少しゆとりが出来たので入会
させていただきました。活動の内容を理解し、
少しでもクラブに貢献できるよう尽力して参
りますので、どうぞよろしくお願いします。

山田 麻紀夫ワイズ
生年月日：昭和５７年 戊年 ６月生まれ
星座：双子座
年齢：３１歳
趣味：不詳
コメント：京都市下京区の
西本願寺前で念珠・仏壇仏
具を扱う山田安心堂の九代
目として生まれました。
地元の植柳小学校を卒業し
た後、大阪の枚方にある私
立啓光学園にて中・高校時
代を過ごしました。龍谷大
学に進学し、卒業後は地元
の大手法衣店に就職、平成
２３年８月に家業である山田安心堂に入社しました。
天真爛漫ですが誠実な父と、柔和で朗らかですがやや
インパクトの強い母との元で家業の勉強に勤しむ毎日
です。まだまだ未熟ですが宜しくお願いいたします。

＊心強い新メンバー２人が入会されました。
今後のクラブでの活躍が期待出来ますね。

３月２４日（日）
場 所
時 間
会 費

ラボール京都 四条御前バス亭北側
午後１時半～４時半
２千円

今年で３回目になりますチャリティー
ダンスパーティーを開催します。
ダンスを踊れる人も踊れない人も
楽しんでいただけますよう、プロデモやみんな
で踊ろうマンボとかいろいろ盛りだくさんです。
毎回大好評の豪華抽選会はメンバーの皆さんの
御協力により素敵な商品が寄付されています。
今回も沢山の商品が当たるはずです。是非御期
待を！！
そしてチャリティーダンスの大きな趣旨である、
東日本大震災への一部支援も行います。
メンバーはもとより、他のクラブやお知り合い
の方々へお誘いいただけるようお願い致します。
チケットは前売り・当日どちらでも結構です。
パーティーの内容、詳細はウエストメンバー
金澤典子（スタジオＤＤ）075-315-9275迄
お問い合わせ下さい。

メンバーのお仕事紹介
～今回は金澤典子ワイズです。～
お仕事内容は社交ダンス教室「スタジオＤＤ」
の経営・ダンスの指導。団体レッスン、個人レッ
スン、カップルレッスンの各コースがあり、
未経験者も歓迎。見学・体験随時受付中！！
場所：京都市右京区西院日照町７４番地
パルティール藤Ⅱ ２Ｆ
ＴＥＬ ０７５－３１５－９２７５

編集後記
私たちと活動を共にする仲間が増えました。
渡邊ワイズは以前から例会にも参加されたり、
他でもお会いする機会がありました。１月の例
会では初仕事のニコニコマンを担当され、とて
もニューメンバーとは思えないほど、溶け込ん
でおられました。
山田ワイズのお父様は京都ウエストクラブの
元メンバーで、私が入会間もない頃はいろいろ
とお世話になりました。山田ワイズもお父様以
上に立派なワイズメンになって頂きたいと期待
致します。
ｂｙ ブリテン委員長

ＹＭＣＡ

役員会議事録
＜報告事項＞
1 2/9（土）竹林ワークについて(竹林プロジェクト進
捗状況について)
安田PT委員長
2 12/21(金)クリスマスキャロリングについて
市橋会長
3 12/22（土）クリスマス例会について 島田Dr委員長
4 12/27 (木)ウエスト忘年会について
島田Dr委員長
5 2/24（土）京都部チャリティボーリングについて
松本地域奉仕委員長
6 各事業委員会（前半期報告等）
各委員長
7 桂次期部長キャビネット活動報告
中原次期事務局長
8 会費納入のお願い
中原会計
＜協議事項＞
仙台視察補助金の件（森田惠三ワイズ）
交流委員会予算より２万円の補助を決定。
（１月例会場にて森田ワイズより、東北支援金
１万円寄付)
＜総会＞
議案１．次々期会長を金澤典子ワイズとする
承認
議案２．次期三役 副会長 金澤典子ワイズ、
内部書記 野々口佳孝ワイズ、外部書記 安田
繁治ワイズ、会計 加藤秀行ワイズとする
承認

２月 ＨａｐｐｙＢｉｒｔｈｄａｙ
加藤秀行・桂 厚子
久保田展史・林 正章
桂 五郎さん・角谷雅子メネット
２月 Ｈａｐｐｙ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ
安平知史・晴美

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。

ＮＥＷＳ

1．新年度プログラム募集
子供たちのウエルネスプログラムの新年度募集を行い
ます。ご参加をお待ちしております。受付はお電話に
て受け賜ります。
２.春休みのスキープログラムの参加者募集中。
リトルキッズスキー春、小学生スキー 春、中高生ス
キー春、チャレンジスキー春の４コース
３.春休み小豆島少年少女キャンプ参加者募集
カヌー・ヨット・釣りなどのマリンスポーツ、磯観察
やクラフトなどのプログラムの中から、グループ毎に
選択して楽しみます。神戸ＹＭＣＡの子ども達と一緒
にキャンプを過ごします。きっと新しい友達がたくさ
んできるでしょう。
場所：神戸ＹＭＣＡ余島キャンプ場
４.２０１２年度卒業生リーダー祝会のお知らせ
日時 ３月１０日(日)
場所 京都ＹＭＣＡ 三条本館マナホール
５.創立１２４年会員集会
日時 ２月９日(土)
午後６時～８時３０分
場所 京都ＹＭＣＡ 三条本館 地階 マナホール
６.春休みスイミング・デイキャンプ・鉄棒とび箱が好
きになる教室ご案内
Ａ.春休みスイミングスクール
期間 ３月２５日(月)～３０日(土) 連続６日間
Ｂ.鉄棒とび箱が好きになる教室 定員各クラス１５名
日時 ３月２５日(月)～２９日(金) 連続５日間
Ｃ.デイキャンプ
日帰り連続５日間
◎幼児 たんぽぽ 期間 ３月２５日(月)～２９日(金)
◎小学生 つくしんぼ 期間 ３月２５日(月)～
２９日(金)
午前９時～午後５時
７.第10回 発達障がい児理解セミナー ～発達障がい
の子どもを社会とつなぐために～
日時 ３月９日(土) 午後２時～４時３０分（受付
午後１時４０分～）
場所 京都市中京区青少年活動センター３階大会議室
８.ボランティアセミナーのご案内
日時
２月１６日(土) 午後７時～９時
場所
京都ＹＭＣＡ(三条柳馬場)
①～⑥Ｃ ⑦ ⑧に関するお問い合わせ・お申込みは
電話(０７５)２３１－４３８８
①⑥ＡＢに関するお問い合わせ・お申込みは
電話(０７５)２５５－４７０９

２０１３年２月スケジュール

２０１３年３月スケジュール
京都三条
ＹＭＣＡ

火

三役会

3/9

土

竹林ワーク

ホテルグラン
ヴィア 京都

3/14

火

オープン
役員会

19:00

京都三条
ＹＭＣＡ

19:00

京都三条
ＹＭＣＡ

3/16･17

木

一泊例会

19：00

伊根 油屋

15:00

しょうざん
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日

木

三役会

19：00

2/9

土

竹林ワーク

2/14

木
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19：00

2/28

土

TOF例会

2/24

日

ボウリング大会

9：30 長岡西山 竹林

ダンスパー
ティー

19：00

京都三条
ＹＭＣＡ

3/7

2/7

9:00 長岡西山 竹林

12:45 ラポール京都

