３
NO. 3９７
2013年３月号

Club Office
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TEL(075)231-4388

「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 “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 ”

第３３代
会長主題

ＥＦ・ＪＷＦ
お祝いや記念日には幸せのお裾分け、感謝の気持ちとと
もに献金をしませんか。エンダウメント基金（ＥＦ）は
国際協会へ、西日本区ワイズ基金（ＪＷＦ）は西日本区
へワイズダム発展のためにご協力お願いします。
岡野泰和 ファンド事業主任

今 月 の 聖 句
「神の愛から私たちを引き離すことはできない」
ローマの信徒への手紙第8章39節

We can do！

～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

インフルエンザかも…

直前会長

島田博司

ブリテンの原稿依頼をメールでいただき、何を書こうかと少し頭痛のする頭の中で考え出した連休の中日（なか
び）。ふと最近の休日の過ごし方が変わってきたことを考え出した。
若いころは給料のほとんどをローンで購入した車で過ごす休日。子供ができるまではジエットスキーを購入して
友達と海へ、そして山にボードに。長女が生まれて長男が生まれるまで少し間があったのですがそれまでは休日に
なれば長女を連れてデパートやショップに服の買い物。可愛い服を着せては公園やテーマパークに連れて行く休日。
それから長男と次男が短い間隔で生まれ、夏はアウトドアキャンパーに。道具をそろえては友達家族と人気のキャ
ンプ場を予約し、湖沿いのオートキャンプ場などにもよくいきました。そして冬には沢山の友達家族と騒いでもあ
まり気を使わない安めの民宿を予約し、スキー＆ボードに。子供達の日に日にうまくなる柔軟性と適応性には驚い
た記憶が残っています。長女が中学校のテニスクラブに入部し友達と共
に熱中しだすと、幼稚園と小学校にあがった長男と次男は地元のサッカー
クラブへ。休日の過ごし方は試合の応援と変わっていきました。私もそ
のころになるとチームから依頼されたこともありレフリーの免許を取得
し子供たちと一緒にグランドに。一生懸命にボールを追いかける子供た
ちと同じピッチで汗を流すのはグランドの外から見ているのとはまた違っ
た発見や感動がありました。長女は今、バイトと教習所通いとゼミやサー
クルの仲間たちと飲み会だらけのもうすぐ二十歳の大学2回生。長男：
高校受験で少々疲れ気味な何もかも忘れてサッカーがしたくてしたくっ
てたまらない中学3年生。次男：中学受験のことなど全く頭になく、い
つも親に怒られてる私とよく似た中学1年生問題児(笑)。<次ページへ>
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私の休日の過ごし方も子供中心からたまに嫁と一緒に
買い物やウォーキングを兼ねた京都めぐり、また試合時
間だけグランドに行って陰から静かに応援。といったの
んびりとした過ごし方に変わってきました。こうして書
いてるとあっという間のこの二十数年間でしたがここか
らの20年間もいろいろなことがおこり変化していくんや
ろなぁ…、などと考えながらしみじみ過ごす休日であり
ました。
あっ、また熱が上がってきた…。
２月３日 国際協力フェスティバル報告
交流委員長 牧野万里子
２０１３年２月３日（日）京都YMCA三条本館で国際協
力フェスティバルが開催されました。国際協力街頭募金
の拡充、国際交流・国際協力・日本文化発信のために今
回初めて開催されたイベントです。
有志の方々によるインド、ベトナム、フィリピン、中
国、台湾などの世界各国の屋台が並びました。また、ス
テージではミャンマーの新年を祝う舞踊やフラダンスな
ど様々なパフォーマンスが行われました。ミャンマーの
踊りを披露していただいたのは、ウエストのクリスマス
例会にもご参加いただいた、オーン・マーさんです。
このほかに野菜などの物品販売や日本京都文化を体験
できるイベントとして、餅つきや着物の着付け、お茶席
体験、琴演奏などもありました。物品販売では安平ワイ
ズより打掛のハギレを提供していただき、お茶席体験の
コーナーでは、桂ワイズが和服姿でお点前を披露してく
ださいました。
オープン直後は三条通の人通りも少なく集客が心配で
したが、YMCAのリーダやワイズメンの熱心な呼び掛けの
おかげで、時間が経つごとに会場は賑わいを増し、笑顔
いっぱいのイベントになりました。私は京都YMCA国際協
力専門委員として準備の段階からこのイベントに携わら
せていただきました。初めてのイベントということもあ
り手探りの状態ではありましたが、委員会のメンバー一
丸となって試行錯誤しながら準備を進めてきました。
至らない点があったにもかかわらず、多くの方々にお
力添えをいただき、無事にイベントを開催することがで
きました。ご協力いただいた皆様方には感謝の気持ちで
一杯です。
当日の収益金は１１６，１９０円、国際協力募金とし
てＹＭＣＡの活動に役立たせていただきます。ご参加い
ただいた皆様、お疲れ様でした。

２月９日

竹林ワーク報告
ファンド委員長 加藤秀行

小雪舞う竹林ワークになりましたが参加者４名（安田
Ｙ，河合Ｙ、福田Ｙ、加藤）と過去最低の人数になりま
した。９時にワーク開始、４月の竹の子堀の時に行うバー
ベキューの土台作り、及び隣の竹林の地主（高齢）さん
が境界線の所に柵を作ってほしいと東前さんに依頼され
たので、上にある竹を下におろして竹柵作りを始めまし
たが、いかんせん人数が５名なのでフルワークになりま
した。参加されたワイズの皆さん大変お疲れ様でした。
人数が集まらない要素としては場所が遠い、ワークがき
つくて汚れる。土曜日の午前中が考えられますが、何よ
りワークの意義とワイズの意識が弱いと考えられるので、
もう一度全体の会議時に竹林ワークを検討する事が必要
だと思いますが如何でしょう。
２月１４日 役員会報告
ブリテン・広報委員長 野田泰伸
２月の役員会となれば、次期の事、今期の報告の準備
などの議案が出始めます。しかし、まだまだ下半期も行
事が目白押しです。また、楽しい１泊例会も目前で、そ
の際には京都部部会の綿密な打ち合わせも予定されてお
り、大方決定する予定です。
先の予定では若干の問題点があります。チャリティー
ゴルフ大会と１泊例会のブッキング。
次期桂部長就任に際し、ＩＢＣ締結クラブの台北ダウ
ンタウンクラブへ参加依頼したところ、台北ダウンタウ
ンクラブのMr.Charming Chenさんも部長をされるという
ことで京都ウエストクラブに出席依頼がありました。し
かし、その日程が京都部の評議会と重なっており、メン
バーのほとんどが参加不可能ということです。さて、だ
れが行くのか？
次に総会では２０１２年度会計中間報告です。中原会
計から細部まできっちり説明があり、各委員会の予算の
執行状態もタイムリーに把握できてました。一方、複雑
なワイズの会計を誰もが同じようにするのは困難だとの
意見もあり、今後の会計を受け持つメンバーのためにも、
簡素化したワイズ会計ソフトを開発することは急務かと
思います。

２月２４日 チャリティーボウリング報告
地域奉仕・環境委員
安田繁治
朝から少し小雪が舞う天気で、今回は京都めいぷるク
ラブのホストでしょうざんボウルにて行われました。船
木 京都部長・笠井 西日本区地域奉仕主任の御二人での
始球式後、参加人数１９８名それぞれのレーンに別れゲー
ムを楽しみました。我がウエストチームは８名＋平安徳
義会（岡部先生を含む）４名で１２名参加（平安徳義会
皆様が交通事情で到着が遅れましたがゲームには支障な

近所の方々やメンバーの沢山の参加で盛り上がれば良
いですね。例会の後は木屋町ロッソで次期京都部部会
実行委員会が行われました。参加者２０名。メンバー
の皆様お疲れ様でした。

く）で優勝を目指しましたが、箸にも棒にも届かず 敢
え無く玉砕でした。チーム内では中原ワイズが最高得
点１７８点を出され、皆んなからは拍手・喝采・雪・
あられでゲームは終了しました。結局 団体優勝は京都
プリンスクラブ、 準優勝は京都ZEROクラブ、 ３位は
京都キャピタルクラブでした。個人賞として中原ワイ
ズがEMC主査賞受賞・安田がメイプル賞を頂ました。当
日は何か中原ワイズDAYだった様な気がしました。解散
後も外はやはり＂雪＂でした。『雪を呼ぶ男 中原ワイ
ズ！！』。
２月２８日 ＴＯＦ例会報告
ブリテン・広報委員

金澤典子

京都 ＹＭＣ Ａに て
ＴＯＦ 例会が 行わ れ
ました 。司会 は私 、
金澤で す。い つも の
ように 例会が 進み ま
す。次 期三役 の安 田
ワイズ ・金澤 と就 任
挨拶も済みＴＯＦ例会にちなんだＣＳ委員会のメンバー
方のお話です。大西・安田・立山ワイズの順番に地産・
地消の事やロールバックマラリア・飢餓についてのお
話でした。そして今日のゲストスピーチはウエストク
ラブの草野功一ワイズです。前もってクイズの問題を
メールでお知らせ下さった「罪と罰の落とし穴」のお
話でした。身近で起こっている事件や事例を説明しな
がらのお話はとても面白く興味のわくお話でした。私
は回答メールを送っていたかったのですがほとんどの
メンバーが送られていて点数により５名のメンバーに
賞が贈られました。おめでとうございました。あと今
年からHappy Anniversaryのプレゼントは宮城県名産の
お菓子が用意されて
いました。少しでも
復興のお手伝いです。
ニコニコマンは山田
ワイズでした。竹林
からの御案内は４月
１３日にバーベキュー
を行うそうです。御

日時：２０１３年５月１９日（日）
９時３０分～１５時００分 雨天決行
場所：鴨川公園
（特設コース：北大路橋～出雲路橋1周１.７km／
西賀茂橋～出町橋1周１０.５km）
チャリティーランは、障がいのあ
る子どもたちも、そうでない子ども
たちも、共に幸せに生きていける社
会をめざし開催しています。 チー
ムで力をあわせ楽しみながら走るこ
のチャリティー ランで集められた募金は、ＹＭＣＡの
行う障がいのある子どもたちのキャンプやプログラム
に支援金として活用されます。ＹＭＣＡのキャンプは、
通常８～１２名の子どもたちでグループを構成し、１
～２名のリーダーが指導・援助に 当たります。しかし
ながら、障がいのある子どもたちのキャンプでは、安
全かつ有意義にキャンプを行うために、メンバーのニー
ズに合わせた指導体制が必要となります。 マンツーマ
ンに近い数のリーダーが必要になることもあります。
チャリティーランの支援金は、このリーダーたちの
交通費や宿泊費、トレーニングの費用に用いられ、参
加者の負担の軽減を図り、より多くの子ども 達が参加
できるようにします。
２０１２年度は、１,４０４,８４３円の収益金のう
ち、５４４,５０５円は、全国のＹＭＣＡで行われる障
がいのある子どもたちを中心としたキャンプのために
使われました。
また、８６０,３３８円は京都ＹＭＣＡ障がい児支援
基金に積立てられ、障がい児のためのプログラムに使
われます。皆さんの支援金をもとに、よりよいキャン
プ運営を図って いきます。

編集後記
チャリティーランは、大会当日のお手伝いは勿論、
競技に参加することや、協賛金を贈ることでも、
応援することが出来ます。
各企業への参加依頼、スポンサーや協賛のアピー
ル、物品寄贈、ポスターの掲示など、私たちメン
バー１人１人の協力が大きな成果となります！！

ＹＭＣＡ

役員会議事録
1.2/9（土）3/9（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
2.1/10（木)新年例会について
島田Dr委員長
3.2/24（日）京都部チャリティボウリングについて
松本地域奉仕委員長
4.2/28（木）TOF例会について
島田Dr委員長
5.3/16～17(土日)1泊例会について
島田Dr委員長
6.1/17(木)センチュリークラブ例会について 桂ワイズ
7.1/18(金)京都部ファンド事業懇談会
市橋会長
8.1/19（土）洛中クラブ25周年例会記念
草野書記
9.2/3(日)国際フェスティバルについて 牧野交流委員長
10.4/28夜桜フェスタの実行委員に福田Ｙサ委員を輩出
市橋会長
11.BF、CS、Ｙユース等の献金締め切りについて（2/15）
中原会計
12.たんかんファンド・ダンスファンドについて、ファ
ンドポイントについて
加藤ファンド委員長
13.下半期会員獲得目標について
安平EMC委員長
14.会費納入について
中原会計
15.会則見直し進捗状況
草野書記
16.各事業委員会
各委員長
17.桂次期部長キャビネット活動報告中原次期事務局長
18.次期京都部会の進捗状況について 立山実行委員長
協議事項
1.チャリティーゴルフと一泊例会の日程ブッキングの件
市橋会長
総会
２０１２年会計中間報告 中原会計
承認

３月 ＨａｐｐｙＢｉｒｔｈｄａｙ
安田繁治・岩本敬子・角谷多喜治
市橋清太郎・森田惠三
福田仁美メネット・中原優子メネット
森田直子メネット
３月 Ｈａｐｐｙ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ
林 正章・芳美

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。

２０１３年３月スケジュール
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9:00 長岡西山 竹林
14：00

伊根 油屋

12:45 ラポール京都

ＮＥＷＳ

１.２０１２年度卒業生リーダー祝会のお知らせ
とき ３月１０日(日) 午後２時～５時３０分
会場 京都ＹＭＣＡ三条本館 1階ロビー及びマ
ナホール
２．新年度プログラム募集
スイミングスクール・体育活動
グローバルアウトドアクラブ
３.京都ＹＭＣＡ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（土） 午後２時～午後４時３０分
場 所：京都市中京区青少年活動センター
３階 大会議室 (東洞院通六角下ル)
４.「大人と子どものための読み聞かせの会」
公演in Kyotoのお知らせ
日 時 ４月１３日（土）１３：３０～１６：００
会 場 京都ノートルダム女子大学
ユニソン会館
大ホール 入場料 無料
５．サバエ教育キャンプ場・リトリートセンター
＜夏期利用案内＞
自然いっぱいで心が安らぐサバエキャンプ場・リト
リートセンターでは夏期（７・８月）の受付を下記
日程で行います。ご利用ください。
３０名以上 ３月６日(水) 午前１０時～
３０名未満 ３月８日(金) 午前１０時～
リトリートセンター2013年４月～2014年３月まで
（７・８月を除く）のご利用は只今受付中です。
６.ボランティアセミナーのご案内
がん患者さんとそのご家族へ 第７４回 苦しみ、
悩み、不安を共有しませんか。この会は患者さんと
そのご家族が抱いている苦しみや悩みについて、患
者さん同士、そのご家族同士が話し合い、がんとう
まく付き合うための情報交換の場です。
日 時 ３月１６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)
＜お問い合わせ(詳しい内容)・お申し込みは＞
１・２・３・４・５・６は
電話(０７５)２３１－４３８８
２は
電話(０７５)２５５－４７０９
２０１３年４月スケジュール
4/4

木

三役会

19：00

4/11

木

オープン
役員会

19：00

4/13

土

竹林BBQ＆
たけのこ堀

4/25

木

4/7

日

4/28

日

ＥＭＣ例会
平安徳義会
桜まつり
リトセン
夜桜フェスタ

京都三条
ＹＭＣＡ
京都三条
ＹＭＣＡ

9：30 長岡西山 竹林
18:30

京都ロイヤル
ホテル＆スパ

後報

平安徳義会

後報

リトセン

