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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
ＹＭＣＡサービス・ＡＳＦ
今ＹＭＣＡ に必要とされているワイズの支援とは
何か、ともに考え行動しましょう。

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”

下村明子 Ｙサ・ユース事業主任
今 月 の 聖 句
「メシアは苦しみを受け、三日目に死者の中から
復活する。」
ルカによる福音書第24章46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
会長主題

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

「とにかく！何が何でも！絶対に！ＥＭＣ！！」

ＥＭＣ委員長

安平知史

ウエストクラブも今期で３３期。今期は市橋会長のリーダーシップの下、毎月の例会も、これまでにはゲストを
含め毎回多くの参加で開催されており、また、各委員会も活発に機能して楽しく充実したワイズ活動ができてます
ね。それ以外にも今期は盛りだくさん！初の京都府との協力事業「府庁ＤＥ婚活」というウエストとしては広報事
業として開催し京都府民へしっかりとＰＲできました！しかし何といっても、次期に桂ワイズが京都部部長を受け
られる事となった事！その運営準備もスタート！それに伴い、次期京都部会をウエストがホストをすることになり
立山実行委員長の強烈？（笑）な、リーダーシップの下、実行委員会も立ち上がりスタート！ウエストメンバーも
何役のお役を兼任しながらの大奮闘！本当に市橋会長期は盛りだくさんで活気溢れる１年になると思います。
しかしクラブが忙しくなってくると、やはり人手不足...クラブメンバーが後、１０名ほどいたら、メンバーが何
役もの兼任することも無く、うまく事が進めていけるのにな～と、最近、それを強く感じます。
そこで本題...今期は４月入会予定も含み３名の入会者でメンバー数２９名（西日本区届け分）。
市橋会長が掲げられているメンバー３０名まであと１人です。何とかＡＬＬウエストメンバーの協力で３０名達
成まで、最後まで諦めずメンバー確保を継続していくつもりです！みなさ～ん！ウエストクラブＭＬでやいやいと
言ってますがブリテンでも言います（笑）たくさんのメンバーのいる他クラブ見て羨ましいと思っているのは私だ
けなんでしょうか？
あと１名と言わず、あと５名くらい入会さす位の勢いで皆も燃えて頂きたいです！
みなさん！何とか３０名超えを達成して益々、活気溢れるウエストにして次期の塚本会長期、桂部長期に繋げ勢い
のあるスタートを切ってもらいたいと思います！とりあえずＥＭＣ！何が何でもＥＭＣ！絶対にＥＭＣ！！！
オープン役員会

メンバー数

会
員
功労会員
特別ﾒﾈｯﾄ

28名
0名
1名
29名

出席率９６％
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前月出席率
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ン
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コメット
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20名
1名
0名
0名
0名

ニコニコ

一泊例会

メ
ン
メネット
コメット
ゲ ス ト
ビジター

20名
0名
0名
0名
0名

前月繰越
第一例会
３月例会

95900円
0円
18100円

ファンド

ポ
テ
ト
ポテトpartⅡ
み
か
ん
た ん か ん
ダ
ン
ス
がんばろう東北

そ
合 計

21名

合 計

20名

累 計

114000円

の
合 計

他

665526円
61000円
41700円
12500円
95659円
28596円
0円
904981円

３月１０日 京都グローバルクラブ
２０周年記念例会報告
ブリテン・広報委員 野々口 佳孝
２０１３年３月１０日（日）京都グローバルクラブの
２０周年記念例会がリーガロイヤルホテルで盛大に行わ
れました。我がウエストクラブからは１７名のメンバー
が参加しました。１部の記念式典は、松谷会長の開会点
鐘から始まりました。式典ではグローバル宣言が唱和さ
れましたが、メンバー全員が一列に並び会長の掛け声の
もと、3つの宣言を大声で唱和されました。この式典に
賭けるメンバーの意気込みを強く感じさせられました。
つづいてＹＭＣＡリトリートセンターの修理費目録の記
念アクト他３つの記念アクトが贈呈されました。過去の
活動報告では、カンボジア学校建築プロジェクト活動が
紹介されましたが、自身カンボシアへ旅行したことがあっ
たこともあり大変興味深い活動でした。
第2部はギアというパフォーマンス集団のアトラクショ
ンから始まりました。楽しみしていた食事も大変おいし
く頂きました。アピールタイムでは、当ウエストクラブ
が９月１日の京都部会の参加を呼びかけました。グロー
バルクラブ２０周年例会にはメンバーは約１年間この記
念例会の準備をされてきたそうです。お疲れ様でした。

３月１４日 オープン役員会報告
地域奉仕委員・竹林ＰＴ委員長

安田繁治

今回の役員会は岩本書記が欠席のため、草野書記の司
会ではじめられました。
まずは間近に迫りました一泊例会（１６～１７日）の
スケジュール表が、加藤ワイズより配布があり内容等の
説明がありました。そして議案にもなりましたがクラブ
補助と、個人負担の取り決めもされその後例会（初めて
の試みの車中例会）も京都部会・平安徳義会との取り組
み方（卒業生へのお祝いの件）・ワイズデーの説明等
の議題も決定しました。その後ダンスファンド（２４日）
の景品の提供、来月の竹林（筍掘り）／ＢＢＱ（４月１
３日）のチラシの下書きの案内、安平ＥＭＣ委員長から
は来月のＥＭＣ例会のゲスト参加の再要請！！（目標市
橋期３０名達成！を合言葉）。
福田ワイズからは夜桜フェスタの準備品の最終確認、
最後に森田ワイズによる、台北ダウンタウンクラブの部
長引き継ぎ例会式の日程の詳細スケジュールが発表され
ました。
３月～６月（西日本区大会）と何かと活発な活動時期
になりそうです、皆様気候・気温の変化に上手く対応し
て頂き体調を整えて、この忙しい時期を乗り越えてまい
りましょう！？
３月１６～１７日

一泊例会報告
書記 岩本敬子

３/１６ 快晴！１４：００京都駅からバスは出発。
車中での例会は１４:３０開会宣言で始まった。司会は
島田ドライバー委員長。会長挨拶、ワイズソングと、い
つもの進行である。３つの協議が、車中で行われました。
３月９日 竹林ワーク報告
①次期のワイズディについて、②次期京都部会について
Ｙサ委員 福田英夫
③徳義会さんの新たな支援等について、関係者が詳しく
説明し、協議は継続となりましたが、次期の応援をウエ
いちばん最高という天気の中で、竹林活動を実施して ストが率先していく気持ちは固まったのではないだろう
来ました。参加者は、ワイズ６名と、笹山さん、東前さ か？
ん、市橋ジュニアということで計９名で楽しく、和気あ 車中から、透き通ったきれいな海が見えてきました。さ
いあいと次回のＢＢＱ大会に向けての準備を念頭におい すが日本海の海はきれいだ。本日泊まる、奥伊根温泉油
て、いかに皆さんに満足して頂けるかを話し合いました。 屋さんに近づいてきました。通り道所々で、梅が咲いて、
その前作業として、加藤さんがサツマイモを持参されて、 春の兆しや懐かしさを感じる風景が広がってきました。
云われた通り、私が水でぬらした新聞紙に芋を入れてか １７時頃到着。宿では、まず温泉を堪能し、宴会開始は
らラップして焼却炉の中に丁寧に入れていきました。今 ６時半、蟹のフルコース。食べきれないほどの蟹の量で
日の火付けは過去の教訓を活かし、一からやらせて頂き ある。宴会では、食べて、飲んでと各自、蟹を味わう事
ました。枯れ枝や枯葉を充分用意し、空気の抜け道を作 だけに集中してしまいました。宴会終わりに、ＨＡ・Ｈ
ることを念頭に置いてやれば、燃え続けてくれるんだと Ｂをお祝いし中締めと
体験を積んでようやく出来ました。焼きイモもおいしい なりました。次は１泊
と言ってくれました。私が張り切っていたのは、前日の 例会ならではの「朝ま
ＷＢＣ・台湾戦に延長で勝利をもぎとったジャパンが大 でワイズ」の始まりで
変うれしく興奮したのと、誇りを取り戻した事に勇気を す。各自がほろ酔い気
もらったからです。この調子で筍掘り＋バーベキュー大 分での会話ではあるが、
本音で語りながら、グッ
会を、みんなで楽しく盛り上げていきましょう。
ドアイデアや意見がで

たりして、毎回ながら、こんな時間があることの大事
さを感じる。私は１２時半には、部屋へ。残った人は
まだまだ熱く語っていたようだ。旅先での朝食はどう
して美味しいのだろう、普段食べない私でもしっかり
食べてしまう。
油屋さんで記念撮影後、まずは道の駅舟屋の里公園
から景色を楽しみ、海上自衛隊舞鶴基地に立寄り・加
藤添乗員のおすすめの昼食場所、そして、一路帰宅へ。
帰りのバスの中では、一人ひとり感想を述べながら例
会の続きのニコニコがありました。参加者全員が満足。
今回の企画に貢献された島田ドライバー委員長と加藤
添乗員に感謝をしました。
痛風で足を引
きずりながら参
加した塚本次期
会長へ。来年も
どこか素敵なと
ころに行きましょ
う。参加者メン
バー２０名。

３月２４日 チャリティーダンスパーティー報告
特別メネット 鈴木けいこ
３月２４日、ラポール京都にてチャリティーダンスパー
ティーが開催されました。寒かった冬から桜の便りも
届く春になりうきうきするそんな期待に会場に向かい
ました。
会場では受付をお手伝いしました。受付に来られた
時はダンスをされるのかなと思っていたのですが、い
ざドレスに着替えられると全く変身！みごとな変身に
思わずびっくり、楽しみにしておられたのでしょう。
塚本副会長の挨拶があり、いよいよダンスタイム、
最初に金澤先生による基本的なステップの指導があり
私にはとても難しいステップでした。メンバーも加わ
り、楽しそうに少し照れくさそうに踊っておられた。
何といっても金澤先生の真っ白なコスチュームに颯爽
と踊っておられる姿はただ見とれるばかりで綺麗でし
た。参加されたかたも日頃にはない空間でおもいきっ
り満喫 され満 足さ れ
たので はない でし ょ
うか。 さすが 安田 ワ
イズは 颯爽と 目立 ち
ましたよ。野田メネッ
トも軽 やかに 楽し ん
でおら れまし た。 い
つもの 事なが ら金 澤
先生は じめ、 スタ ッ
フの方 々にお 世話 に
なりました。
参加 メン１ ３名
メネット２名

３月１０日京都YMCA卒業リーダー祝会に参加して
会長 市橋 清太郎
クラブを代表して卒業リーダーの祝会に行ってまい
りました。ＹＭＣＡの学生ボランティアリーダーの多
くはクラブ活動的な感じで大学入学後に学業の合間を
利用して主に子供に関わる奉仕活動に従事しています。
従って大学卒業と共に、リーダーの活動も一旦終える
わけです。ニュアンスとしてはリーダー卒業ではなく、
大学を卒業するリーダーをお祝いするという事だそう
です。卒業する約２０名のリーダー(女性が多い)はあ
でやかな衣装を着飾り、とても華やかな雰囲気で祝会
は始まりました。しかし、かれらの普段の格好は祝会
のそれとは真逆で、子供たちといっしょに泥だらけに
なったり、びしょぬれになったり、体を張った活動を
続けてきました。それを思うと、今日の彼らの姿は本
当に輝いて見えます。祝会では全員が４年間の思い、
後輩へのエールなどのスピーチをしました。彼らの言
葉からは驚くことに「感謝」の思いが次々と出てきま
した。偽善者の小生などは、ついついボランティアを
「やってあげてる」と思ってしまいますが、はるかに
「やってあげてる」はずの彼らは、活動を続けてこれ
たのは「仲間、ＹＭＣＡの職員、子供たち、そしてワ
イズのおかげ」と言います。そんな彼らの熱いスピー
チを聞かせてもらい、日本にもすばらしい若者がいる
ことをうれしく思い、彼らの今後の活躍を願わずには
おれませんでした。

４月 ＨａｐｐｙＢｉｒｔｈｄａｙ
藤居 一彦
岩本伸介
松本純子メネット
４月 Ｈａｐｐｙ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ
森田惠三・直子

編集後記
一泊例会に参加できず、カニを食べそこないま
した。～絶対リベンジするぞ～
ここで少し私の近況報告を
させていただきます。近頃メ
ネットの実家を管理すること
になり、農作物を作る予定で
す。少ない休日を利用して、
美山との往復が増えました。先日、畑では畝が出
来上がり、あとは苗を植える
予定です。野菜が出来たらバー
ベキューの企画をしますので、
一度遊びに来てください！！
編集長より

ＹＭＣＡ

役員会議事録
＜報告事項＞
1 3/9（土）4/13（土）竹林ワークBQQ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 2/28（木) TOF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 3/3（日）ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ20周年記念例会
草野書記
5 3/16～17(土日)1泊例会について(クラブ補助)
島田Dr委員長
6 3/16～17一泊例会のクラブ補助について 市橋会長
7 3/24(日)ダンスファンドについて
金澤ワイズ
8 4/7(日)徳義会桜まつりについて松本地域奉仕委員長
9 4/25（木) ＥＭＣ例会について 安平ＥＭＣ委員長
10 たんかんファンド・ファンドポイントについて
加藤ファンド委員長
11 西日本区各種献金の送金状況報告
中原会計
12 会費納入について
中原会計
13 会則見直し進捗状況
森田PT委員長
14 各事業委員会
各委員長
15 桂次期部長キャビネット活動報告
中原次期事務局長
16 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. 会計ソフトについて
市橋会長
導入決定、資金は次期繰越金から拠出。
角谷Ｙ'sがサポート協力して頂く。
2． ﾎﾟﾃﾄﾌｧﾝﾄﾞ第2弾について
加藤ファンド委員長
京都で500箱販売予定。例年十勝から仕入れている
４クラブで分担する。
＜議案＞
3/16～17一泊例会の補助として、一人当たり2500円
を例会予算より拠出する。
承認
この会報誌はやしな工房（山科共同作業所）
の協力で製本しています。

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

9：30

4/25

木

4/6

土

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

ＮＥＷＳ

１.卒業リーダー祝会ご協力感謝
卒業リーダー祝会に、在京ワイズメンズクラブより多
額のご寄付を賜り、感謝申しあげます。おかげさまで
今年も１９名のボランティアリーダーが巣立ってゆく
姿をみなさまとともに祝うことができました。
いただきました寄付金は記念文集や写真、祝会の運営
費として用いさせていただきました。
2．奉仕活動基金のご協力のお願い
奉仕活動基金は、地域における奉仕活動、障がいを持
つ人たちへの援助、ボランティアリーダーの養成など、
さまざまな活動に用いさせていただいています。今年
も下記のとおり行いますので、ご協力くださいますよ
うお願いいたします。
キャンペーン期間
２０１３年４月～６月
1口募金額
１,０００円（複数口可）
納入方法 京都ＹＭＣＡ各館受付または、郵便振替
３.第９回 京都ＹＭＣＡかもがわ チャリティーラン
参加者・スポンサー(協賛金)募集中!
日時 ５月１９日(日) 午前９時～午後３時〔選手受
付８時30分開始〕
雨天決行
場所 鴨川公園(特設コース: 北大路橋～出雲路橋間
１週1.7ｋｍ／西賀茂橋～出町橋間10.5ｋｍ)
種目・参加費 小学生駅伝(１チーム２，０００円)／
グループラン(１チーム５，０００円)／
一般駅伝・クォーターマラソン(１名３，０００円：
学生１名１，０００円)／ペアラン(１チーム１，００
０円)スポンサー募集
協賛金 一口 １０，０００円(企業・団体)
一口
５，０００円(個人)
物品寄付 参加賞、競技表彰商品、抽選会の賞品
４．リトリートセンター第１４回夜桜フェスタ開催
とき ２０１３年４月２８日（日）午後５時～８時
ところ
京都ＹＭＣＡリトリートセンター
５.「大人と子どものための読み聞かせの会」
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
６.ボランティアセミナーのご案内
日 時 ４月２０日(土) 午後７時～９時
場 所
京都ＹＭＣＡ(三条柳馬場)
１～６についてのお問い合わせは
京都ＹＭＣＡ 電話 ０７５－２３１－４３８８
２０１３年５月スケジュール
京都三条
ＹＭＣＡ
京都三条
ＹＭＣＡ

5/2

木

三役会

19：00

長岡西山 竹林

5/9

木

オープン
役員会

19:00

19:00

京都ロイヤル
ホテル＆スパ

5/11

土

竹林ワーク

9:00

長岡西山 竹林

9：00

平安徳義会

5/23

木

通常例会

19：00

京都ロイヤル
ホテル＆スパ

後報

リトセン

5/19

日

9:00

鴨川公園

チャリティー
ラン

