
「主はわたしたちに道を示される。
わたしたちはその道を歩もう。」

ミカ書第4章2節

ＬＴ Leader-Training
ワイズメンに対するクラブ内のトレーニングが出来
ているでしょうか。ドロップアウトを減らすために
も考えてみましょう。 成瀬晃三理事

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」

５
NO. 3９９

2 013年 ５ 月 号

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！～

29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

25名

1名

0名

0名

0名

合 計 26名

４月例会

メ ン

メネット

コメット

ゲ ス ト

ビジター

22名

2名

0名

7名

0名

合 計 31名

ニコニコ

前月繰越

第一例会

３月例会

114000円

0円

26000円

累 計

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 の 他

665,526円

61000円

41700円

12500円

95659円

36764円

0円

合 計 904981円140000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

30名

出席率96％
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ含む
前月出席率

96％

人生死ぬまで勉強！！ 地域奉仕事業 委員長 松本忠正

地平線の中を真っすぐに伸びたレールの上を音もなく静かにスー
と走れるのが老後の人生と考えていた。ローンの終わった家もあり、
年金も社会人になってから満額かけてきた。特別な知恵も才能もな
い私ではあるが、健康に恵まれて勤勉一筋に無駄や贅沢は人生の敵
と考え、失敗と成功を繰り返しながら積み重ねた６８年の知恵と経
験の重みと、数えきれないほどの大勢の人々からもらった学びをと
もに、家族円満そして心豊かにそれらを燃料にして機関車松本号は
走るはずであった。ところがである、望みもしないのに年を取ると
年を取るで初めて出会う難問や難題が次から次へと切れもせず出てくるものである。一つ解決す
れば次がすぐに待っている 『人生死ぬまで勉強』とは実によく言ったものである。つくづくと
考えさせられる日々である。そのひとつの例として跡継ぎをしてくれた自分の子供にすら考えや
方針を伝える難しさの壁につきあたっている。同じ屋根の下で暮らし、同じものを食べ、まして
や生まれたときから一緒に生活をした息子にすら思いがスムーズに通じない、ましてや社員さん
や他人さんに自分の考えや気持ちを正確に理解してもらえるなんてことはとうてい難しいと思う
日々である。偉人、聖人とか成功した人はここが違うとのだと思う。

ワイズ歴２３年、人生歴６８年、何をやっていたのだろうか。それでもマア人生やり直せるこ
とが出来ないところに面白みもあるのかもしれない。

Club Ofice
京都ＹＭＣＡ内
〒604-8083

京都市中京区三条柳馬場角
TEL(075)231-4333



 

天気予報は春の嵐、

準備に入る時間には、

曇りから雨模様となり

ました。

急遽、バザーのテン

トを残し、すべてホー

ルと廊下で縮小した実

施となりました。前日

から、テント作業や準備をしてこられた先生方や子ども

達ご苦労様でした。雨にめげずホールいっぱい元気な声

が響き、歌やゲームで春休みの楽しい思い出の一日となっ

たことでしょう。

ワイズのメンバーは、焼きそば、フランクフルト、わ

らび餅と手際よく準備を進め連携プレイで販売しました。

精鋭メンバーもやっぱりお天気には勝てず、食材を半分

程にしました。地域の方にポテトファンドを知っていた

だくいい機会と、ポテトも販売する予定でしたが、客足

もなく中止し、寄贈しました。今年はちょっぴりさみし

いさくら祭となりました。

前日夕方の突然日の変更にもかかわらず、お忙しい中

多くのメンバーが駆けつけてくださり、皆様のご協力の

もとに無事行事を終えることが出来ました。地域奉仕全

員が感謝しホットしています。本当に有難うございまし

た。

また、日曜日に予定してくださいました方々には、深

くお詫びいたします。

今後は、スケジュール表を事前にお互いが確認し、平

安徳義会と連絡を密にするよう反省し引継ぎしたいと思

います。

参加者 市橋,松本,加藤,野田,福田,桂,河合,大西

４月１３日(土)絶好の小春日和の中で筍掘り＆ＢＢＱ

が今回はご近所の二家族と多数のゲストが参加され開催

されました。私は少し遅れて到着、すでに筍掘りが始まっ

ておりゲストみなさん並びにウエストのメンバーが竹林

に入り土から少し出た筍を探しだし、一つ一つ丁寧に掘

り出していました。

一方では、ＢＢＱの準備が進められ、その中で東前さ

んの指導の下、竹製のお皿・コップ・箸作りがゲスト・

メンバー・メネット・コメットにより行はれていました。

また市橋会長の手作りのバーベキュー

コンロでは竹製の飯盒でのご飯の炊

き上げと今日掘ったばかりの筍の焼

き筍、そして安田竹林ＰＴ委員長が

準備していただいたお肉を焼き始め、

大西ワイズお手製のサラダが竹の器

に盛られ、待ちに待ったＢＢＱが始

まりました。

小春日和の中で味わう焼肉、サラダ、ご飯、焼き筍と、

どれも最高に美味しくいただきながらゲストとの交流、

そして安田ワイズゲストのイタリアからの留学生リアさ

んとも国際交流が出来、良い一時を過ごさせていただき

ました。そして最後の〆に安田竹林ＰＴ委員長の自慢の

ポン酢味の焼きそばを初めての体験でしたが美味しくお

ただきました。その後、片づけに入り１４:３０分頃に

ＢＢＱ終了となりました。

４月１３日(土)京都ノートルダム女子大ユニソン会館

大ホールに、京都ＹＭＣＡ主催で、東日本大震災被災地

で活動を行なっている"大人と子供のための読み聞かせ

の会”を招きました。親子連れ、学童の子供たち、そし

て市民が約４００名の参加がありました。Ⅰ部は「だい

じょうぶ だいじょうぶ」Ⅱ部は「おおきなかぶ」を舞

台で、大型絵本を中心に、代表である中井貴恵さんが手

話しながら読み上げ、そして音楽を交えながら、子供た

ちに、面白おかしく語りかけて参加者も一緒になって楽

しんでいました。参加無料ですが、お帰りの際に募金を

頂きました。会館の中で京都ＹＭＣＡの被災地での活動

パネル等を設置し、参加者に見てもらいアピールできた

と思います。当日ウエストからは鈴木ﾒﾈｯﾄに受付、岩本

は大学校内入口での案内のお手伝いをいたしました。

翌日には京都新聞に掲載頂きました。

４月２５日(木）安平

ＥＭＣ委員長のパワー

で、今期２回目のＥＭ

Ｃ例会が実現しました。

２回目となると、ゲス

トの参加も思うように

進まず苦戦状態の様子

でした。佐治幹生さん

の入会式もあり、そして元メンバーの茂山さんもゲスト

で来られるので、なんとかＥＭＣ例会を開催したいとい

う安平ワイズの強い思いがありました。

島田Ｄｒ委員長、安平ＥＭＣ委員長の司会で例会が始

まりました。市橋会長の挨拶では、ゲストの皆さんにわ

かるように、ＥＭＣ例会の主旨などを、説明されました。

若干緊張感の漂う中、

いよいよ安平ＥＭＣ委

員長の出番！入会式の

挙行です。市橋会長は

落ち着いてすらすらと

入会式文を読み上げら

れ、佐治さんは堂々入

会宣言され、佐治幹生

４月２５日 盛り上がったＥＭＣ例会パートⅡ

ブリテン・広報委員長 野田泰伸

４月６日 平安徳義会桜まつり

地域奉仕副委員長 大西光子

４月１３日 筍掘り＆ＢＢＱ報告

地域奉仕環境委員 立山隆一

大人と子供のための読み聞かせの会京都公演 報告

書記 岩本敬子



 

 

ワイズの誕生です。活動を共にする新しい仲間が増え、

メンバー一同大歓迎でした！！

次にゲストの皆さんにウエストクラブの活動を知っ

ていただくために、ウエストクラブ３０年の軌跡を放

映しました。これを見るたびに過去活躍された元メン

バーの皆さんを見ることができ、懐かしさがこみ上げ

てきます。

厳粛なムードから一転、次は食事タイム、日本酒で

はなくビールで乾杯！！ ゲストの方々を交えた歓談

でワインもいただき、そろそろ酔いがまわりリラック

スしたところで、ゲストの皆さんの自己紹介が始まり

ました。ゲスト参加数回目という方もおられましたが、

メンバー候補として継続的にアタックしていただける

といいですね！！

ゲストの皆さんにもっとワイズをしってもらおうと

いう企画で、ワイズメンズクラブ教育委員会と題して、

「重鎮ワイズメンが語る ワイズの魅力とは？」の始ま

り。突然会場の入り口から乱入するように、ギャング

姿に変装した森田ワイズ、草野ワイズ、松本ワイズと

いう順番で入場。司会者の質問に答えながらワイズの

体験から得た魅力を語っていただきました。その後メ

ンバーの人柄を知って頂くために、数珠繋ぎＶＴＲの

放映。結構酔っ払いのメンバーが目立ってますが、人

柄がにじみ出たＶＴＲで、親しみを感じていただけた

かと思います。

次はハッピーバースデー、藤居ワイズのお祝いが終

り、そして次の瞬間・・森田ワイズのコメットさん３

名が現れました。ハッピーアニバーサリー森田ワイズ、

直子メネットは今年の５月で金婚式を迎えられ、サプ

ライズで御祝に駆けつけていただきました。森田ご夫

妻のように元気で金婚式を迎えられるよう、私たち夫

婦も目標にしたいと思いました。

その後、ホテルのバーで佐治幹生ワイズの歓迎会の

二次会、なんと四次会まで行ったメンバーもあったそ

うです・・・。

ＥＭＣ例会大成功！！

Ｈａｐｐｙ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ

金婚式 おめでとうございます！！

４月２９日１０時すぎ、ＪＲ新三田駅に着いた京都

ウエスト市橋・草野・牧野・野々口・森田の５人組は、

大阪西のメンバーらとともに送迎バスで、木器窯（こ

うづきがま）へと向かいました。

誰もが、今年は桜の開花が早かったために木器桜の

様子を案じていましたが、大分と緑が混じってはいた

ものの、私たちの一年ぶりの再会を祝うかのように明

るい姿で待っていてくれました。木器窯主人田中様も

ご挨拶で今年は何よりも桜の日持ちが気に懸かったと

おっしゃっていました。「念ずれば花開く」の言葉を

想起した次第でした。

土ひねりには野々口君が酒好きなところを見せて

「片口」作りに挑戦している間、私たちは早々とワイ

ンを片手に談笑に興じました。

通例のセレモニーの後の豊富な飲み物・前菜・野菜

と三田牛のバーベキューは、いつもどおり本当に美味

しく、アルコールも手伝ってのおしゃべりは桜も顔負

けの花盛り、桜も喜んで花吹雪の振る舞い、ステーキ

に乗っかった花びらも一緒に口の中へ、旨みが増した

かのようでした。

２１回目を迎えた「スプリングフェスタin木器窯」

は参加者４３名で、ワイズメンの初参加は野々口君を

含め３名と例年に比べ少々寂しかったですが、

例年のごとく大阪・神戸・東京・京都のヘキサゴンも

大いに交流の成果を上げました。

５月 ＨａｐｐｙＢｉｒｔｈｄａｙ

安平春美メネット

岩本香織メネット

５月 Ｈａｐｐｙ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ

桂 厚子・五郎

草野功一・敬子

藤居一彦・美幸

桜も待っていてくれた

スプリングフェスタin木器窯に参加して

交流委員 森田 惠三



報告事項

1 4/13（土）竹林ワークBBQ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 3/16～17(土日)1泊例会について 島田Dr委員長

3 3/24(日)ダンスファンドについて 金澤ワイズ

4 3/30(土)ポテトファンドについて 加藤ﾌｧﾝﾄﾞ委員長

5 3/30～31 仙台YMCA 視察について 河合Ｙサ委員長

6 4/6(土)徳義会桜まつりについて松本地域奉仕委員長

7 4/25（木)EMC例会について 安平EMC委員長

8 4/28（日）夜桜フェスタ について 福田Ｙサ委員

9 5/19（日）チャリティーランについて（6名当日運営

スタッフ） 河合Ｙサ委員長

10 5/23（木）Ｙサ例会について 島田Dr委員長

12 会則見直し進捗状況 森田PT委員長

13 各事業委員会 各委員長

14 桂次期部長キャビネット活動報告

中原次期事務局長

15 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. 6/14～16台北訪問(部長引継ぎ式)旅費補助について

中原会計

2．仙台YMCA幼稚園奨学金資金の件 森田ワイズ

3. 徳義会卒業生祝い品贈呈の件 市橋会長

議案

1 島田ワイズ紹介の佐治 幹生氏の入会を承認し、

４月２５日の例会にて入会式を行う。

入会日は５月１日とする。

配属はドライバー委員会とする。 承認

総会議案

1 次期塚本会長期委員長を次の通り選出する。地域奉

仕・環境委員長 牧野万里子、Ｙサ委員長 大西光子、

ＥＭＣ委員長 吉川忠、ドライバー委員長 林正章、

ブリテン・広報委員長 草野功一、ファンド委員長

角谷多喜治、交流委員長 森田惠三 承認

1.第９回 京都YMCA かもがわ チャリティーラン ス

ポンサー(協賛金・物品寄付)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 出雲路橋西詰北側河川敷 (地下鉄

烏丸線 鞍馬口駅下車 徒歩５分)

スポンサー募集

趣旨にご賛同いただける個人・企業・団体等は協

賛金や参加費、物品寄付でぜひご協力ください。

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

２.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 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 5月１８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

３.会員協議会のご案内

京都ＹＭＣＡに連なる全ての普通会員が集まり交流す

る場です。

日 時 ６月２８日（金） 午後７時～９時

場 所 京都ＹＭＣＡ 地下マナホール

４.韓国仁川ＹＭＣＡ少年少女ヨーデル団＆管弦楽団来

日コンサート

日 時 ６月７日（金） 午後６時～７時

場 所 京都ＹＭＣＡ(入場無料)

２０１３年５月スケジュール

5/2 木 三役会 19：00
京都三条
ＹＭＣＡ

5/9 木
オープン

役員会
19:00

京都三条
ＹＭＣＡ

5/11 土 竹林ワーク 9:00 長岡西山 竹林

5/23 木 通常例会 19：00
京都ロイヤル
ホテル＆スパ

5/19 日
チャリティー
ラン

9:00 鴨川公園

２０１３年６月スケジュール

6/6 木 三役会 19：00
京都三条
ＹＭＣＡ

6/13 木
オープン

役員会
19：00

京都三条
ＹＭＣＡ

6/8 土 竹林ワーク 9：30 長岡西山 竹林

6/29 土 引継例会 18:00
京都ロイヤル
ホテル＆スパ

6/22,23 土日 西日本区大会 13:00 名古屋能楽堂

ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ役員会議事録

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。

大 大 大募集！！

６月号のブリテンは４００号記念で、
投稿記事を募集します。
メンバーファミリーからの投稿も大歓
迎です！！家族紹介、旅行記、趣味な
ど何でもＯＫです。できれば写真も一
緒に送ってくださいね！！ by編集長


