
「わたしは弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まり

の状態にあっても、キリストのために満足しています。

なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。」

ココココリリリリンンンントトトトのののの信信信信徒徒徒徒のののの手手手手紙紙紙紙２２２２第第第第11112222章章章章11110000節節節節

評評評評価価価価・・・・計計計計画画画画

ワイズメンの満足度が向上しただろうか。クラブ数が増

加しただろうか。会員数がいくら増加したか。数値で見

える尺度で評価して、次年度の計画につなげよう。

成成成成瀬瀬瀬瀬晃晃晃晃三三三三理理理理事事事事

会会会会 長長長長 市市市市橋橋橋橋 清清清清太太太太郎郎郎郎

副副副副会会会会長長長長 塚塚塚塚本本本本 勝勝勝勝己己己己

書書書書 記記記記 草草草草野野野野 功功功功一一一一 ・・・・ 岩岩岩岩本本本本 敬敬敬敬子子子子

会会会会 計計計計 中中中中原原原原 一一一一晃晃晃晃

「強強強強いいいい義義義義務務務務感感感感をををを持持持持ととととうううう！！！！義義義義務務務務はははは全全全全ててててのののの権権権権利利利利にににに伴伴伴伴うううう」
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メメメメンンンンババババーーーー数数数数

第第第第３３３３３３３３代代代代

会会会会長長長長主主主主題題題題

国国国国際際際際会会会会長長長長 主題 “Be the light of world”

「世を照らす光となろう 」

アアアアジジジジアアアア会会会会長長長長 主題“Years bring wisdom”

「歳月はY'sをワイズ（賢者）にする」

西西西西日日日日本本本本区区区区理理理理事事事事 成成成成瀬瀬瀬瀬晃晃晃晃三三三三(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」

WWWWeeee ccccaaaannnn ddddoooo！！！！

～ウウウウエエエエスススストトトトのののの親親親親睦睦睦睦のののの輪輪輪輪をををを広広広広めめめめよよよようううう！～

30名

0名

1名

オオオオーーーーププププンンンン役役役役員員員員会会会会

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

ＹＹＹＹササササ例例例例会会会会

メ ン

メネット

コメット

ゲ ス ト

ビジター

23名

1名

0名

1名

2名

合 計
27名

ニニニニココココニニニニココココ

前月繰越

第一例会

５月例会

140000円

0円

15000円

累 計

フフフファァァァンンンンドドドド

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

43194円

0円

合 計 919579円140000円

今今今今 月月月月 のののの 聖聖聖聖 句句句句

西西西西日日日日本本本本区区区区強強強強調調調調月月月月間間間間

標標標標 語語語語

会 員

功労会員

特別ﾒﾈｯﾄ

31名

出席率96％

ﾒｲｸｱｯﾌﾟ含む

前月出席率

96％

１１１１年年年年をををを振振振振りりりり返返返返っっっってててて 会会会会長長長長 市市市市橋橋橋橋清清清清太太太太郎郎郎郎

昨年の7月に会長に就任し、早一年が経とうとしています。世の中ではロンドンオリンピックがあり、政権

交代があり、山中教授がノーベル賞と大きな出来事が色々とありましたが、自分にとっては何はさておき、

ワイズの一年でした。クラブ内の活動はもとより、これまであまり積極的には出て行かなかったクラブ外の

催しや行事などに参加できたことは、自分の世界を大きく広げてくれました。8月には東京ひがしクラブさん

からのお誘いで江戸三大祭りの一つ、通称「水掛祭」に参加させてもらい、祭りの醍醐味はもちろん、東京

ひがしのメンバーのみなさんの暖かい歓迎ともてなしを受け、DBCの交流の楽しさを感じました。11月の京都

府婚活イベントでは数ヶ月前から準備会議を重ね、そこで普段いっしょにお仕事することがない京都府の職

員や他団体の方、ラジオDJさんとも交流することができました。ワイズのスピンオフ会で地元、山科のワイ

ズメンが集まって「山科会」が開かれ、そこに呼んで頂きました。普段のワイズの集まりとは違った、地元

ならではの話題で盛り上がりました。近所の方とワイズを通じて友人になるという、遠回りなようで、なん

とも不思議な感じがしましたが、ここでもまた親睦の環が広がりました。とにかくこの一年は参加できる行

事は行く、お誘い頂いた会や催しには参加する心づもりで、その時間が作れるように、仕事もがんばれたと

思います。会長としての客観的評価は別として、自分自身は本当に充実した時間を過ごせたと思っています。

家族には僕が外出が多きことに不満があるとは思いますが、我慢してくれたことに感謝。これもつまらない

父親にならない為の自己研鑽、そのうち、わかってくれる事と信じることにしましょう。

最後に、みなさんにお支え頂き、会長職を全う(あと数週間ありますが）できたことを感謝・感謝・感謝です。

５月Ｙサ例会のニコニコは京都ＹＭＣＡグローバルコミュニティスタディに寄贈しました。

Club Ofice

京都ＹＭＣＡ内

〒604-8083

京都市中京区三条柳馬場角

TEL(075)231-4333



５月９日(木)三条

ＹＭＣＡにて、行わ

れたオープン役員会。

２３名の参加で、最

初に各報告事項から。

なかなか各活動に参

加できていない私に

とって、オープン役

員会での報告事項はウエストメンバーの日頃の活動の良

さをひしひしと感じる機会であり、活動の良かった点は

勿論のこと、実直に今後の課題点を列挙し、更なる活動

の質を高めて行く姿勢は、本当に感心させられます。

市橋期におけるオープン役員会もあと僅かとなり、次期

へのバトンタッチも着々と動きだしている模様です。茂

山さんの再入会予定の報告等で益々勢い付く京都ウエス

トワイズメンズクラブのメンバー。今後も新しい風を入

れながら、益々活動の場を広げて行くのでしょう。私も

次期は、「ファンド委員長」として、しっかりとした

「報告事項」が出来るよう努めて参りたいと思います。

５月１９日あいにくの

曇り空の中、第９回鴨川

チャリティーランが定刻

通りに始まりました。

ウエストが受付を担当す

ることとなり、市橋会長

をはじめ大西さん、中原

さん、安田さん、桂さん、

加藤さん、河合さん、牧野さんが朝早くから集合してい

ました。

今年はメンバーからの参加者があり、市橋会長がペア

ラン、島田ワイズ・塚本ワイズがクォーターマラソン、

徳義会の２チームが小学生駅伝に挑戦しました。

メンバーや徳義会の小学生たちが走っていましたので、

今回お手伝いのメンバーも今まで以上に応援に力がはい

り、充実していたような気がします。

ウエスト屋台は、今回も”わらび餅”で野田ワイズにお

世話になりました。野田さん、安平さん、大西さんの軽

快な手さばき、仕上げ

は桂さんの手売りをもっ

て開店後２時間ほどで

完売しました。

マラソン競技は雨に降

られることなく終わり

ましたが、午後から雨

に降られフラダンス、

表彰式等は、スタッフ

がテントを増設するなどして

対応していました。

さて、気になる競技の結果

ですが…

市橋会長、塚本ワイズ、

徳義会の２チームは見事完走！

島田ワイズは、体調不良によ

り途中棄権で緊急入院

（脱水症と急性肝障害の疑いとのこと）

島田さん 生まれてこのかた半世紀近くになりますし、

体には十二分に注意をしましょうね！！

最後に、河合Ｙサ委員長お疲れ様でした。

５月２３日(木)１９時より京都ロイヤルホテル&スパ

で５月例会が開催されました。市橋会長の落ち着かれた

温かいあいさつの後、まずは前月ゲスト参加の茂山さん

の入会式で「人生は居場所づくり」と復活の向けた意気

込みと決意でご入会いただきました。

桂ワイズより食前のひとことをいただき、歓談しなが

らおいしくいただきました。食事の後は河合Ｙサ委員長

より２件の報告がありました。

まずは京都ＹＭＣＡグローバルコミュニティスタディ

活動の報告をゲストの京都ＹＭＣＡ職員阿部さん、上田

さんより活動の趣旨、活動内容の映像を交えてご報告し

てくださいました。海外のYMCAと交流することで多くの

気づきと体験をされていることがわかりました。

もう１件は東日本大震災の被災地訪問のご報告がありま

した。まだまだ復興にはお金と時間と人力が必要だと理

解しました。

次はハッピーバースデーで安平メネット、岩本メネッ

ト、ハッピーアニバーサリーは桂ワイズ、草野ワイズ、

藤居ワイズで桂ワイズよりコメントをいただきました。

ニコニコタイムは私が担当させていただき、多くの方か

ら笑顔をもらいました。初の司会でもあり若干緊張気味

の林ワイズ、大変お疲れ様でした。

茂茂茂茂山山山山智智智智広広広広ワワワワイイイイズズズズ 入入入入会会会会おおおおめめめめででででととととううううごごごござざざざいいいいまままますすすす！！！！！！！！

５５５５月月月月９９９９日日日日 オオオオーーーーププププンンンン役役役役員員員員会会会会報報報報告告告告

ＥＥＥＥＭＭＭＭＣＣＣＣ委委委委員員員員 角角角角谷谷谷谷多多多多喜喜喜喜治治治治

５５５５月月月月１１１１９９９９日日日日 鴨鴨鴨鴨川川川川チチチチャャャャリリリリテテテティィィィーーーーラララランンンン報報報報告告告告

地地地地域域域域奉奉奉奉仕仕仕仕・・・・環環環環境境境境委委委委員員員員 林林林林 正正正正章章章章

５５５５月月月月２２２２３３３３日日日日 ＹＹＹＹササササ例例例例会会会会報報報報告告告告

ドドドドラララライイイイババババーーーー委委委委員員員員 渡渡渡渡邊邊邊邊昌昌昌昌嗣嗣嗣嗣



～～～～４４４４００００００００号号号号記記記記念念念念特特特特集集集集～～～～

私たちが愛する京都ウエストのシンボルＢＡＭＢＯＯ

６月号がめでたく４００号を迎えるとのこと、チャー

ターメンバーとしては心からの深い感慨を覚えます。

今を遡ること３３年、５月の京都ウエスト誕生前を想

起して一文を寄稿しようと思い創刊号を繙いたところ、

クラブの皆さんにウエスト

の生い立ちを知っていただ

きたいとの思いが強くなっ

たので、１９８０年３月の

創刊号に寄せた私の巻頭言

を紹介する次第です。

―――――――――

―――――――

””””ＢＢＢＢＡＡＡＡＭＭＭＭＢＢＢＢＯＯＯＯＯＯＯＯ““““創創創創刊刊刊刊をををを祝祝祝祝しししし苦苦苦苦中中中中味味味味楽楽楽楽ででででククククララララブブブブ創創創創りりりりをををを！！！！

野原の草木が芽吹く浅春の訪れとともに、ここ乙訓の

里にメンバー待望のＢＡＭＢＯＯが、ようやく顔を出

しました。平安京に先んずる千古の都、長岡京市を中

心として、南北に広がる京都西山地区に根付いた京都

ウエストのシンボルマークが西山地区の代表的産物に

ちなんで”竹”と決定され、クラブの顔ともいうべき

ブリテンの愛称もＢＡＭＢＯＯと名付けられ、ここに

輝かしい誕生の日を迎えたわけであります。＜中略＞

メンバー全員（３６名）が心一つに、当面の目標で

ある５５年５月５日のチャーターナイトに向かって、

ゴーゴー（５－５－）作戦を展開する一方、まだ浮き

草のような状況にありながらも、キメンバーの京都パ

レス仕込みの情熱と真剣さに相まって、バラエティー

に富むニューメンバーのみなぎるフアイトが、素晴ら

しい相乗効果を発揮していること、そして、その効果

の表象の一つとしてＢＡＭＢＯＯが創刊されたことを、

メンバー各位とともに心から喜び合い感謝したいと思

います。 ＜中略＞

ＢＡＭＢＯＯ創刊を祝し、これから先の長い将来に

おいて、私たち京都ウエストという一本の若竹が、肥

沃な大地に深く根を広げ、揺ぎ無き基盤を作るととも

に、希望に満ちた青天に向かって高く、健やかに伸び

続け、凛然たる真竹に成長するようメンバー各位の力

強いご協力をお願い申し上げる次第です。

―――――――――――――――――

手書き原稿の字数を数え、割付用紙で編集、印刷発注・

ゲラ刷２回の校正作業など手作りでの制作は本当に苦

労の多いことでしたが、それだけに喜びは一入のもの

がありました。クラブ創立２ヶ月も前に、それも誌名

までついたブリテン発行という前例なき努力が認めら

れ、初めて参加した６月の日本区大会でブリテン努力

賞というご褒美をいただいたのでしたが、このことが、

これまた翌年全員参加で臨んだ第３６回日本区大会に

おいて思いもよらない最優秀クラブ賞までいただくと

いう快挙につながったのでした。あの時から休むこと

なき４００回発行に輝く金字塔は、初代の今は亡き高

野忠男ワイズから始まる歴代のブリテン委員長と、そ

れを支えてきたメン・メネットの熱心な努力の賜物に

ほかならず、誠に感謝に耐えないところであります。

しかし一方では、３３年の間にはチャーターメンバー

のうち既に５人の仲間が天国に召されていることも改

めて気づかされ感慨無量の思いであります。

京都ウエストの皆さん！

今後とも長きに渡るＢＡＭＢＯＯの生命を大切にしつ

つ、クラブの更なる発展に協力してまいりましょう！

ブリテンの歴史が、４００号になっていたなんて、

正直驚いているというのが本音です。ウエストワイズ

に入会させて頂いてから、今年の１２月で丸６年にな

ろうとしています。私は、正直言ってあまりどっぷり

とは、まだつかっていないと思います。でも、端役で

もいいんです。何かをやるにあたって、力仕事でも、

カラオケでも、気に入ったことが一年にひとつあれば、

それが何年にも渡って、印象付けることができるのは、

光栄ですし、喜びです。内外においてこれからも活動

したいと思うこのごろです。任せられた役目に、一生

懸命取り組みますので、皆さんよろしくお願いします。

ここここれれれれかかかかららららももももよよよよろろろろししししくくくく！！！！！！！！

福福福福田田田田 英英英英夫夫夫夫

ＢＢＢＢＭＭＭＭＢＢＢＢＯＯＯＯＯＯＯＯ創創創創刊刊刊刊のののの思思思思いいいい出出出出

森田惠三



「バンブーは チャーター前から 新芽吹く」

ウエストクラブのチャーターは昭和５５(１９８０)年

５月５日ですが、ブリテン名をクラブの象徴とする竹

にちなんで名付けた「ＢＡＭＢＯＯ」の創刊号を、そ

の２ヶ月前の３月に発行するという快挙を成し遂げた

のです。 「ウエストは グローカルを 率先し」

平安徳義会支援に加えて、３０周年を機とした西山竹

林再生事業など地域に根差し環境に配慮したＣＳ（ロー

カル）活動と、日本区初のＹＥＥＰホストクラブにな

るなど、グローバルな活動を統合したグローカルな活

動を率先垂範し、継続しています。

「ウエストは 遠くに在りて 想うもの」

チャーター以来、１３年間在籍していたウエストか

ら離れていた１８年間、特にそのうち８年間の金沢ク

ラブ在籍時にも、金沢クラブ６０周年記念例会へのウ

エストメンバーの出席、西日本区大会・京都部部会へ

の参加、ウエスト引継例会へのビジター訪問などによっ

て、「バンブー湯」での掛り湯、繋がりを維持し、ウ

エストクラブへの望郷復帰の念を募らせていたのです。

「ＤＢＣ ｈｅｘａｇｏｎに 目を白黒」

私の第１１代会長期、台湾高雄において、ＩＢＣトラ

イアングルを締結した余勢を駆って、京滋部のクラブ

ＰＲの場で（時の副会長である源さんに）「ウエスト

音頭」を唸らせ、「末は、スクエアーからペンタゴン」

と大言壮語させてしまいました。

念願叶い１８年ぶりに復帰してみれば、西連合が発

展を遂げて、「ペンタゴン」から「ヘキサゴン」を達

成したてのところで、ただただ感嘆し、目を白黒させ

るのみでした。東京ひがしを加えて、東日本大震災の

復興支援への思いを新たにしている昨今です。

「ウエストは 老若男女の ハーモニー」

６名の女性メンバーを含めて３０名の現状は、理想的

な構成ですが、シニア（ゴッドフアーザー）トリオが

平均年齢を引き上げている弱点を是正するため、フレッ

シュ・ウイメンが増えれば、ベターですね、とは身勝

手な独り言です。

「感動と握手で拡げよう！ ワイズの絆」これは、桂

次期部長の英文標語が

「Ｌｅｔ ｕｓ ｊｏｉｎ ｈａｎｄｓ！」

（アウンサンスーチー女史のノーベル平和賞授章式ス

ピーチの一節）であると聞いたことにヒントを得た自

作のキャッチコピーです。その後公表された標語副題

の「さあ！手を取り合ってワイズの輪を広げましょう！」

を彷彿させる佳作であると自負しています。

次期も、「バンブー湯」に浸かり続け、厚子・大女

将、塚本・番頭台の下で、４００号の輝かしい伝統と

歴史を誇るクラブ広報紙「ＢＡＭＢＯＯ」の充実、発

展に努める覚悟です。記念号同様、メンバー、メネッ

トの皆さんの個性溢れる玉稿、力作をお寄せいただく

よう、よろしくお願いします！

高校卒業後、就職するも１年足らずで辞め、マルチ

商法に手を染め（汗；）、それも続かず（笑）

地元のガソリンスタンドでのバイトを主に、土木の日

雇いバイト、ゴルフ場クラブハウスのウェーター、悪

い先輩に誘われ、パチモン販売（これ...NGですね。で

も時効かな？）補足ですが、その悪い先輩、東京で成

功され企業家に.....盛和塾の偉いさんです。人生わか

らんもんですね。で....たまに、友人と、ちり紙交換

の車に乗ったり、傷物のネクタイを大量に借り、車で

滋賀のニュータウン的なところへいって行商....やり

たいことが、全く定まっていない、いわゆるフリーター

であった頃、そのガソリンスタンドのお客さんに声を

かけられ、今の仕事（婚礼衣裳製造卸）に携わりまし

た。最初は、その社長の別会社に入社。そこを任され

ている雇われ社長さんと合わず衝突。 衝突した時、そ

の雇われ社長に言いたい事を言い過ぎてクビになりま

したが、オーナー社長のお誘いで本社に...めちゃめちゃ

厳しい社長の元で色々と教わり途中、この仕事、自分

で出来るわ！って勝手に、思い（何故、そう思ったか

今でもわかりません）社長に話して、資金も乏しいの

に勢いで独立。そこでは、９年間お世話になりました。

その社長には、独立時もいろいろ助けてもらったりで、

本当に感謝しています。年は３１歳でした。独立時は、

業界大不況で大手同業者がバタバタと倒産している頃

にも 関わらず、全く持って根拠の無い自信満々状態

（笑）しかしながら、紆余曲折...試行錯誤....山あり

谷あり、１６年経ちました。今も、零細企業には変わ

りませんが、震災後、業界的な部分で考えさせられる

ところがあり「もの作り」を武器にし、前に出る商売

に変え、別法人を立ち上げ様々な挑戦をしています。

今考えると、販売先や流通経路そのものが、独立時と

は全く違うものになってきました。 これも、この業界

思思思思っっっってててていいいいるるるるこここことととと

安安安安平平平平知知知知史史史史
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に入るきっかけとなった、「縁」と同じく、これまで

に関わった沢山の人達のご縁によって、良い方向に変

われたのかな？って最近、つくづく感じます。

また、今までの小、中、高はもちろんですが、ワイズ

メンズクラブ、京都商工会議所青年部での活動で生ま

れたご縁が自分の人生にとって大きなものになってい

ます。本当に最近の自分の取り巻く周りの環境(仕事,

遊び,友人,家族)が楽しくて楽しくて...（笑）

子供たちも長男 大学生２０歳、次男 高校生１８歳、

長女 中学生 １５歳... 自分の学生時代を思い出

してみると、勉強も出来ず、何も考えず、楽しい事ば

かり求め、何の取り柄も無く、アカンたれ...それに比

べると子供たちは一生懸命に頑張ってるな～と、口に

はしませんが、いつも思っています。偉大な妻のお力

でしょうか...？たぶん...いや間違いなくそうです。

私の力ではありませんね（汗；)しかし、子供たちと比

べすべてに劣っていた学生時代で、勉強は教える事は

できませんが（笑）

この歳になって、これまで自分が経験した中で、学ん

だ事をいろいろと伝えていきたい...伝えなければなら

ないと、思う事が多くなってきました。やっぱり長男

が成人したからなんでしょうか？？

しかし、４７歳....まだまだチェリーボーイです。

（ホンマはチェリーボーイではありません...）

これまでも、これからも、自分自身が何を考え、どん

な行動をしてきたのか？していくのか？

が今、現在の自分自身の状況ですし、これからの自分

自身です。自分の想い描くものを形にすべく、より沢

山の出会いを求め、挑戦を続け、良い意味で変わり続

け、その形に近づけていく事ができればな～って考え

ています。色々と考え方はありますが、人には、どう

言われようとも、子供たち、家族に胸を晴れる素敵な

親父を目指し頑張って

いきます！

最後に....妻には感謝

しています。って、何

の話か、よ～わかりま

せんが、今思っている

事でした...。

私、今年で６０過ぎて何年も

経過、みんな６０過ぎたら一緒

よ！と大雑把な物言いで、人生

を斜めに眺めていますヒネヒネ

バアチャンですが、今年こそは

と体重の減量宣言を苦節ウン十

年、大豆、バナナ、卵、キャベ

ツダイエットどれも数ヶ月でダ

ウンし、病院の健康指導まで受けましたが成果なし。

体重管理のなんと難しいことでしょう。（意志が弱い）

つい先日も先生に「間食は駄目」と言われ出来るだけ

努力しているのですが・・・。

ちなみに、食べるのも、作るのも好きです。小豆大好

き、和菓子から洋菓子まで大好き、甘党です。こんな

アマちゃんですが４００号記念誌に発表したら、少し

はセーブできるかな？皆さん声掛けよろしくね。

ウエストクラブへ入会後はじめてのブリテン委員長

ということで、所信表明では、胸を躍らせ、欲張りな

事業計画・活動計画を発表しました。ところが、毎月

編集作業に追われて、出来なかったことが沢山ありま

した。準備不足であったことを反省しております。

今期の最終を飾る記念すべき、ＢＡＭＢＯＯ４００

号の制作に携われたことは、ブリテン委員長として大

変光栄に思います。

貴重なＢＡＭＢＯＯ創刊号を、森田惠三ワイズから

提供していただき掲載することができました。ＢＡＭ

ＢＯＯ創刊号からはチャーターした当時の京都ウエス

トクラブ、メンバーの情熱が伝わってきます。時代は

随分変わり、メンバーも入れ替わりましたが、ウエス

トクラブの精神は変わることなく引き継がれているこ

とを実感しました。活動記録を残していくうえで、ブ

リテンの編集は本当に重要なことと思います。ウエス

トクラブ設立当初は、ブリテンの編集作業も相当手間

暇がかかるものでした。このようなソフトで編集がで

きることは想像もしないことだったと思います。歴代

ブリテン委員長はじめ委員会のみなさんの頑張りで、

毎月欠かすことなく発刊されて、この６月号で４００

号となりました。その間メンバー紹介や活動報告、役

員会報告など、ウエストクラブの情報がクラブ内外へ

伝えられてきました。ブリテンはクラブの広報手段と

しても有力な媒体です。ブリテンを継続的に知人に手

渡すことが、入会候補につながる可能性があると思い

ます。次期、草野功一委員長、宜しくお願いします！！

１年間ご協力有難うございました。

最後に今期皆さんの意見を集約してできた

京都ウエストクラブのキャッチコピーです。

「握手と感動で拡げよう ワイズの絆！！」

６月 ＨａｐｐｙＢｉｒｔｈｄａｙ

渡邊正嗣 佐治幹生

島田博司 山田麻紀夫

草野功一 塚本勝己

林 芳美メネット

６月 Ｈａｐｐｙ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ

吉川 忠・香絵

島田博司・由美子

ああああままままいいいい甘甘甘甘いいいい私私私私にににに困困困困っっっってててていいいいまままますすすす
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＜報告事項＞

1 4/13（土）竹林ワークBBQについて4/28たけのこ堀

(竹林プロジェクト進捗状況について) 安田PT委員長

2 4/13（土）読み聞かせの会について 鈴木メネット

3 4/14 (日）京都センチュリークラブ25周年記念例会

牧野交流委員長

4 4/25（木) EMC例会について 安平EMC委員長

5 4/26（金）次期Yサ事業懇談会 河合次期Yサ主査

6 4/28（日）YYYフォーラム（リトセン15:00～）

河合Ｙサ委員長

7 4/28（日）夜桜フェスタ について 福田Ｙサ委員

8 4/29(月祝) 木器窯スプリングフェスタについて

牧野交流委員長

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

11 6/29(土)引継ぎ例会について 島田Dr委員長

12 総会(次期事業計画/会計案)日程について 岩本書記

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 野々口企画リーダー

＜協議事項＞

1.茂山 智廣氏の再入会の件(配属について) 市橋会長

2.6/14～16台北訪問(部長引継ぎ式)旅費補助について

中原会計

3.徳義会卒業生祝い品贈呈の件(PT委員会立上げ)

市橋会長

4．ヘキサゴン東北震災支援の件 森田ワイズ

＜議案＞

茂山 智廣氏の再入会を承認する。

入会式は５月２３日のＹサ例会で行い、入会日は

６月１日とする。配属はＥＭＣ委員とする。 承認

公益財団法人京都ＹＭＣＡでは、すべての普通会員を

対象とした会員協議会を開催いたします。会員協議会は、

ボランティアグループメンバーやボランティアリーダー

などの基本会員、ワイズメンを含めた維持会員（Ａ・Ｂ）

すべての人を対象としたイベントです。

この会では、ボランティアグループの日常の活動紹介や

各種表彰などを行い、京都ＹＭＣＡに集まる人々の様々

な活動を知るとともに、会員相互の交流の場として行わ

れるものです。

1.公益財団法人京都ＹＭＣＡ第２回会員協議会のご案内

開催日時：2013年6月28日(金)午後７時(予定)～９時

会場：京都ＹＭＣＡ三条本館 地階マナホール

報告、交流、感謝状贈呈他

公益財団法人京都ＹＭＣＡ事業報告等

2.ＹＭＣＡサマープログラム参加者募集！

キャンプ、デイキャンプ

会員・会友６月７日（金）～１０日(月)

受付時間 午前１０時～午後７時

会員・会友・一般６月１１日（火）～

受付時間 午前１０時～午後７時

短期集中スイミングスクール、鉄棒・とび箱が

好きになる教室、幼児わくわく体育教室

会員・会友 ６月７日(金)午前１０時～

会員・会友・一般 ６月７日(金)午後２時～

3.京都ＹＭＣＡリトリートセンター夏季準備ワーク

ご協力のお願い

実施日 ２０１３年７月１４日(日)

集合 午前９時３０分 解散 午後３時頃

内容 草刈・施設清掃・整備など

4.京都ＹＭＣＡサバエ教育キャンプ場設営ワーク

ご協力のお願い

２０１３年６月３０日(日)・７月７日（日）

集合 午前８時５０分(サバエ教育キャンプ場)

解散 午後３時(サバエ教育キャンプ場)

5.ボランティアセミナーのご案内

日 時６月１５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

２２２２００００１１１１３３３３年年年年７７７７月月月月ススススケケケケジジジジュュュューーーールルルル

7/1 木 三役会 19：00

京都三条

ＹＭＣＡ

7/11 木

オープン

役員会

19:00

京都三条

ＹＭＣＡ

7/13 土 竹林ワーク 9:00 長岡西山 竹林

7/25 木

キックオフ

例会

19：00

京都ロイヤル

ホテル＆スパ

7/14 日

リトセン

ワーク

9:30 リトセン

6/30

7/7

日

サバエ

ワーク

8:50 サバエ

２２２２００００１１１１３３３３年年年年６６６６月月月月ススススケケケケジジジジュュュューーーールルルル

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

ＹＹＹＹＭＭＭＭＣＣＣＣＡＡＡＡ ＮＮＮＮＥＥＥＥＷＷＷＷＳＳＳＳ役役役役員員員員会会会会議議議議事事事事録録録録

ここここのののの会会会会報報報報誌誌誌誌ははははややややままままししししなななな工工工工房房房房（（（（山山山山科科科科共共共共同同同同作作作作業業業業所所所所））））

のののの協協協協力力力力でででで製製製製本本本本ししししてててていいいいまままますすすす。。。。


