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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

Ｂ

国際会長（ＩＰ） 主題 “Ｇｏ Ｙｅ Ｉｎｔｏ Ａｌｌ Ｔhe Ｗｏｒｌｄ ”

Ｆ

ＢＦは、全ワイズメンバーの参加によって集められる資
金です。使用済み切手を収集することで世界のワイズを
感じましょう。

「全ての世界に出て行こう」

アジア地域会長 岡野 泰和 （大阪土佐堀）
主題 “Ｓｔａｒｔ Ｆｕｔｕｒｅ Ｎｏｗ”
「未来を始めよう、今すぐに」
西日本区理事 高瀬稔彦 (岩国みなみクラブ）
主題 “Ａｔｔｅｎｄ ｃｌｕｂ ｍｅｅｔｉｎｇｓ ｗｉｔｈ ａ ｃｌｅａｒ ｍｏｔｉｖｅ
ｔｏ ｍａｋｅ the ｍｏｓｔ ｏｆ ｔｈｅｍ”

長壽

和子

今 月 の 聖 句

「志をもって例会に参加し、学びの機会をもちましょう。」

京都部部長 桂 厚子 (京都ウエストクラブ）
標語 “Ｌｅｔ ｕｓ ｊｏｉｎ ｈａｎｄｓ ！”

「悪を憎み、善を愛せよ。また門の前で正義を貫け。」
アモス書第５章１５節

～さあ！手を取り合ってワイズの輪を広げましょう！～

第３４代
会長主題

フアンド事業主任

Ｆｕｔｕｒｅ

会 長
副会長
書 記
会 計

Ｃｏｄｅ

～１人ひとりの役割を見つけよう～

塚本勝己
金澤典子
野々口佳孝・安田繁治
加藤秀行

バリアーフリーコンサートを成功させましょう！京都部地域奉仕・環境事業主査

川上 孝司

今期、ウエストワイズメンズクラブ京都部桂部長より京都部地域奉仕環境主査を任命
され京都パレスクラブより輩出されました川上孝司です。桂部長より「なんとか今期EMC
事業に役立つ広告塔になるような地域に対しての事業を考えてくれませんか。」という
ご相談でありました。ということで地域奉仕・環境事業における主査の仕事に加え広報
主査様の同意を得て協力体制のもと、ワイズデーとして京都部内外に対する地域奉仕活
動となる「京都部バリアーフリーコンサート」を企画いたしました。 内に向けては各
クラブでサポートされておられる施設団体の皆様を招待していただき一緒にコンサート
を楽しんでいただくこと。もう一つ、外向けには京都市民に広く呼びかけ、みんなでチ
ケットを販売し文化的地域奉仕を行うということです。またなかなか自らコンサートを
開きたくても難しいハンディーキャップを持ったミュージシャンをサポートするという
奉仕活動も含めた企画です。出演者は鉗子分娩により生まれつき右手右足が不自由でありながら自らの努力と備え
持つ才能を生かしシンセサイザー奏者作曲家として各地で活躍しておられる、「弥生」。そして就労支援事業所た
んぽぽハウスの利用者の皆さんによる５m×３mのスクリーンで行われる大紙芝居「セロ弾きのゴーシュ」。そのBGM
を担当していただくのはチェリストの小棚木優さん。また単独でも演奏をご披露していただきます。ゲストとして、
２歳の頃に失明されながらも素晴らしいギターテクニックと感動的な詩を心に染み入る曲に載せ聞くものすべての
人を魅了させる長谷川きよしさん。１９６０年代にはオリジナル曲「別れのサンバ」が大ヒット、音楽業界にデビュー。
現在もシンガーソングライターとしてご活躍されておられます。（次ﾍﾟｰｼﾞに続く）
メンバー数

会
員 29名
特別ﾒﾈ ｯﾄ 1名
合 計

30名

出席率100％
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ含む
前月出席率
100％

オープン役員会

メ
ン
メネット
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ゲ ス ト
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合 計

23名
2名
0名
0名
0名

25名

メネット例会

メ
ン
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コ メ ッ ト
ゲ ス ト
ビジ タ ー

合 計

26名
5名
0名
16名
9名

56名

ファンド

ニコニコ

前月繰越
第一例会
９月例会

19000円
0円
14000円

９月例会分は全額
メネット献金へ

累

計

19000円

がんばろう東北

0円
6400円
9100円
132529円

合 計

148029円
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そしてYMCAとの繋がりも深く、各地でクリスチャンソン
グを歌い続けて音楽活動をされている、久米小百合（久
保田早紀）さん。このよう方々に感動あるステージ演奏
を繰り広げていただきます。またこのコンサートのナビ
ゲータをαステーションでお馴染みの佐藤弘樹さんにお
願いしました。今回チケット価格を２０００円にしてお
ります。このチケットを持ちワイズメンズクラブのアピー
ルとEMC活動の強力なアイテムとして是非ご利用くださ
い。この事業を成功させることは多くの人に感動を与え
る事になるでしょう。またワイズメンズ活動において大
きな飛躍になることと信じております。ワイズメンズク
ラブ京都部一丸となりこの事業を成功させましょう。
台北ＤＴクラブ歓迎晩餐会 ８月３１日
副会長 金澤 典子
台北ダウンタウンクラブよ
り１８名もの方々が桂部長就
任のお祝いにかけつけて下さ
いました。ウエストメンバー
によるお迎えの歓迎会が８月
３１日（土）、ホテルセント
ノームで行われました。司会は森田ワイズ、通訳はYMCA
学生の氾（ハン）さんです。まず、塚本会長の御挨拶、
台北ダウンタウンクラブの錡寶秀会長からの挨拶、そし
て台湾北区総監の沈淇銘さんからの挨拶が有りました。
言葉の通訳が必要なので少し時間がかかりましたが、と
てもなごやかな感じでした。続いて桂部長の挨拶、安平
ワイズの乾杯で祝宴が始ります。当初、カラオケも用意
されていましたが、歌よりも名刺や顔写真を見ながらの
かた言での交流。各お席で
は話が盛り上がっていまし
た。お互いのクラブへの記
念品交換も有りましたが、
それ以外に皆さん本当に沢
山のお土産を持参下さって
いて私もいろいろ頂き、何も用意してなかったのが恐縮
でした。言葉はあまり通じませんが、笑顔とジェスチャー
でも楽しいひと時でした。次期会長の林瑞香さんとも同
じ次期会長どうしで交流を持て、とても親しみを感じま
した。最後は私から簡単な閉会の挨拶をさせて頂き記念
撮影をして、明日に備えて解散致しました。

京都部部会 9月１日
交流委員

藤居 一彦

2013年9月1日（日）候のぐずつく中、ホテルグランヴィ
ア京都３F源氏の間にて、第18回京都部部会が開催され
ました。今期、桂厚子京都部部長を輩出しています、我
が京都ウエストクラブのホストで行います。当日の朝の
集合打合せからリハーサルを行うと、実感が沸いてきて、
ここまで作ってきたメンバーの皆さんのパワーを改めて
感じ、期待と不安が入り混じる中、460名を越えるご参
加を頂きまして、午後4時始まりました。司会は我がウ
エストクラブのイケメン市橋ワイズで、開会のセレモニー
から今回の目玉の一つ、プロレス団体ドラゴンゲートの
リングアナの菊池さんのアナ
ウンスと、とても良く出来た
映像による、各クラブ会長に
よるバナーセレモニーです。
（各会長さん！ファイティン
グポーズ決まってましたよ！）
桂部長の開会の挨拶も、堂々
としたものでさすがです！第
一部のプログラムは大きな遅
れもなく、粛々と進んで行き、
第一部終了で約20分間の休憩
をはさみ、お楽しみの第二部
へと続きます。第二部はウエ
ストクラブのまたまたイケメ
ン、島田ワイズにバトンタッ
チし始まりました。トップは、
金澤ワイズ率いるウエストダ
ンサーズのスリラーのダンスも、ばっちり決まってかっ
こいい！その後、塚本会長は緊張されてましたが、堂々
としたもので歓迎の挨拶はバッチリ決める所はさすがで
す。お手伝頂いた、クラシック演奏に聞き入り、皆さん
もお酒も入り交流が盛んになります。今回はウエストク
ラブIBCの、台北ダウンタウンクラブの皆さんが、部会
に参加しておられ、部会の前後に沢山の楽しい交流プロ
グラムが組まれており、メネットさんのダンスも披露し
て頂きました。第二部の目玉の一つでもある、本日の主
役！のタスキ掛けの各クラブの会長さん！クラブ紹介も
映像を交え、各クラブの特色や活動の様子がとてもよく
分かり良かったです。最後は公私友のともに忙しく、本
当にご苦労を頂きました立山実行委員長の挨拶の後、閉
会で、大きな遅れもなく全員でお客様をお見送りして無
事終了しました！
その後の、打ち上げのビールが格別美味しかった事は、
当然の事でありました！

京都部合同メネット会に参加して 9月1日
メネット 福田 仁美

水のために川床がくずれたとかで中止になったことは大
変残念なことでした。かやぶき美術館見学と焼鮎つきの
鹿肉定食の昼食をとった後、六甲ＹＭＣＡを目指しまし
９月１日正午より、キャンパスプラザ京都に90人もの た。
六甲は小雨と霧の
メン、メネットが集い、柳早知子京都部メネット事業主
査の開会宣言とともに京都部合同メネット会が始まりま ために美景と六甲牧
した。西日本区理事の高瀬様、西日本部メネット事業主 場のおいしい牛乳を
任谷本様、京都部部長桂様、の順にご挨拶をいただき、 振る舞うという計画
も果たせず、これま
部事業方針についての報告がありました。
そしてサンドウィッチと飲み物で、ホッと一息ランチ た残念なことになり
をいただいた後、「不思議なありがとうのチカラ」と題 ました。夜は里見ホー
して、自称「日本一無口の絵売り」こと河村武明さん、 ルにて持参の鮎の塩焼きから始まったバーベキューで最
代読者小牧めぐみさんより講演していただきました。ミュー 後の晩餐会。岡野アジア地域会長もご参加下さり、部会
ジシャンだった河村さんは、2001年10月突然、脳梗塞で の記録写真と動画を土産に駆けつけた塚本会長・角谷ワ
倒れ、言語・聴覚障害、右手麻痺、失語症などの後遺症 イズによる映写を楽しんでいただけたことは何よりのお
で、一時深い絶望に襲われたこともあったそうですが、 もてなしとなりました。
９月４日帰国の日も小雨けむる日となりました。六甲
マイクを筆に持ち替えて画家として新たな一歩を踏み出
され四条小橋で“ストリート”として積み上げてこられ、 ＹＭＣＡから直行して空港着が出迎えた時と同じ１０時
この９月８日哲学の道沿いに念願のギャラリーを開店さ 半。出国手続きを終えた一行をお見送りした牧野・草野・
れたそうです。「ありがとう」の数の分だけ幸せを引き 松本・森田の私たちに、この５日間のウエストのお世話
寄せることができる「不思議なありがとうのチカラ」を に対して「ありがとう・ありがとう・お世話になりまし
まさに感じるお話でした。「人との縁に感謝」ワイズ活 た」とあふれる喜びを笑顔にしてくださり握手とハグで
別れを惜しみました。
動に感謝！！ありがとうございます！！
ウエストの皆さんもこの５日間はそれぞれの担当を背
部会とＩＢＣ交流で味わった奉仕の達成感
負って部会とＩＢＣ交流を成功させるために力を注ぐこ
交流委員長 森田惠三
とができました。皆さんが部会を終えた達成感とＩＢＣ
８月３１日１０時半、関空出口にて沈さんに続く笑顔 交流をより一層深めることが出来た達成感を味わうこと
ができたのは、奉仕に徹した私達に、ホテル退出時の京
の皆さんを握手とハグで歓迎。
泉佐野アウトレットで昼食後一路京都へ。西陣織会館 都部ワイズメンや空港での別れ際の台北の皆さんから頂
にて出迎え組と合流して、伝統工芸見学とキモノショウ いたねぎらいと感謝の言葉、そして温かい握手のぬくも
を楽しんだ後、晴明神社にも立ち寄ってからセントノー りを感じたからではないでしょうか。ウエストの若いメ
ムホテルへと案内しました。夜の歓迎晩餐会は大いに盛 ンバーにとっても国際ワイズとの交流を含めた今回の貴
り上がりました。９月１日午前中はロートルワイズ３人 重な体験は、今後のワイズ活動に大きな励みとなったこ
が観光案内。まず京都駅ビルの空中通路と屋上から市内 とと思います。私にとっても笑顔で始まり笑顔で終わっ
を眺望、大階段を降りたところで買い物の注文が殺到。 たまる５日間の親睦交流の感動は、国際に広がるワイズ
卓球ラケット・アリナミンＥＸ・キモノ・マキノ電動鋸 活動に浸れば浸るほどその絆が強くなる感じがします。
まで飛び出しましたが、ラケットのみ希望を叶えました。 私自身、以前に学んだ「奉仕の実践は奉仕の心の世界に
あらねばならない」「奉仕は己を無にした打算のない浪
一旦ホテルへ帰着後部会に案内。
９月２日８時出発のゴルフ組はあいにくの大雨でクロー 費、すなわち愛なくしては果たせない」という言葉が箴
ズとなり、重いバックを提げて来られたり、アウトレッ 言そのものと改めて感じた次第でした。
さぁ、次の交流は９月末のＤＢＣ熊本にしクラブ訪問
トでアイアン１０本を買われて楽しみにしておられた台
北メンバーにとっては本当に気の毒なことになりました。 です。また違った新しい奉仕の在り方を学ぼうではあり
９時出発の観光組はサントリー大山崎蒸留所を見学。ゴ ませんか。
ルフ組とスプリング日吉で合流して昼食後、温泉・足湯
などでくつろいでから美山かやぶきの里の観光をすませ、
自然文化村 河鹿荘に到着。当日は私達一行が貸切とか、
とり鍋で始まった懇親会は遠慮なしの大騒ぎの宴会。６
月訪台の際に九份を案内して下さったときの大人しさと
は打って変わった台北の女性連のはしゃぎ振りにはただ
驚くばかりでした。それだけ今回の訪日を気楽に楽しん
でおられるのかと嬉しくなりました。
９月３日目玉イベントとしていた「鮎つかみ」が、増

リトセン秋の準備ワーク報告 9月8日
ブリテン委員 岩本 敬子
部会が終わってちょうど１週間後9/8日曜日は昨夜か
ら雨が降り続け、朝を迎えました。2020年オリンピッ
クが東京に決定されました。テレビから繰返し放映さ
れる、決定瞬間を見てました。そして、雨の中リトセ
ンでのワークに参加しました。今回は、ウエストクラ
ブは昼食のカレー作りが担当です。具は、松坂肉と人
参、じゃがいも、玉ねぎとごくシンプルでしたが、大
西Ｙサ委員長が前日に玉ねぎをペースト状に煮込んで
頂いたのを加え、コクのあるカレーが約150食完成しま
した。皮むきを初めて経験された塚本会長をはじめ、
今回も男性群が大変活躍されました。私たちは厨房及
び食堂での中でしたが、雑草刈等のワークのワイズメ
ンは長靴をはき、濡れながらの作業です。本当に皆さ
んご苦労様です！１２時前から食事スタートされ、お
かわりされる方も多く“美味しい”との一言が多かっ
た。喜んでもらえると自然と、笑顔になりますね。今
後の行事もウエストの団結力と笑顔で取り組んでいき
ましょう！！
参加者：塚本・桂・
河合・安田・中原・
市橋・加藤・野田・
大西・岩本

可動し、終了まで三名共 寡黙に永遠と機械と一心同
体で刈られ、前回同様 入口部分・駐車場部分・のり
面部分もかなり短くまで刈りあげて頂きました。また、
時期的にはこの2ヶ月間位が竹林伐採に適しているとの
事だったのですが、私のミスでチェーンソーのバッテ
リーを持参するるのを忘れてしまい、ジェイソン加藤
の本領発揮出 来ず仕舞いでした（すいません！？）。
なので前回刈った草の整理や払った枝の運搬等に精
を出し、焼却チームは枝・竹の焼却をし、東前氏は次
回伐採のための竹にマーキングをされ、各自それぞれ
の役割分担にて作業を進めていました。又色々とイベ
ントも考えておりますのでふるって参加して下さい。
今回の参加者 加藤・市橋・森田・中原・福田・安田・
ゲスト 東前さん・赤松氏・笹山氏
計9名
メネット例会報告 ９月２６日（木）
メネット 野田 君子

９月は強調月間Menettesに伴い、京都ロイヤルホテル
＆スパでメネット例会が開催されました。京都部メネッ
ト事業主査の柳早知子様を始め京都部各クラブのメネッ
トさん７名、そして京都部各クラブメンバーの方々も
ご参加いただき、華やかな
メネット例会となりました。
当日のゲストスピーカーは
松永信也様です。３８歳の
ときに網膜色素変性症悪化
のため失明され、その後の
オープン役員会 9月12日
つらい日々、そして現実を
ＥＭＣ委員長 吉川 忠
受け入れ前向きに生きていく中で「見えない世界を伝
9月12日、三条ＹＭＣＡにてオープン役員会が開催さ えたい」との想いで講演や授業そして執筆活動をされ
れました。報告事項では、ポテトファンドについて、 ています。 街で白い杖を持った方を見たとき、多くの
今回目玉となる農林31号の味や、今までのじゃがいも 人々は歩きやすいように道を譲ると思います。松永様
との違いなどの説明があり、できる限り農林31号を売 は、字が読めない時と歩く時に不便を感じるとおっしゃ
り、希望があれば男爵イモも販売する事となりました。 いました。その時誰かに介添えをしていただくと、と
後は京都部会の報告があり、ぶっつけ本番な部分も多 ても助かると話しておられました。白い杖を持った方々
かったが大成功に終わったと立山実行委員長から報告 の大半は極度の弱視で、かすかに見えるというよりも、
ほぼ見えないそうです。私たちが生活する街角では常
があり、ウエストの団結力の強さを感じました。
協議事項では、オークションの売り上げ金を東北少 に危険と隣り合わせの交通事情です。その街角で視覚
年サッカー大会協賛金と震災幼児支援金に使うことが 障害の方を見かけたら、あたたかく見守りながら、可
決定した。その他、台北ウェルカムパーティーの参加 能であれば優しく声をかけ、まずは安全なところまで
歩行できるよう誘導しよ
費を半額の3千円、個人負担にすることが決定した。
京都部会が終わっても、全国ＹＭＣＡリーダー研修会 うと思いました。お役に
やワイズディーや行事がたくさんあるので、できる限 たつと相手の方も、そし
て自分もきっと嬉しい気
り参加して下さいと熱い誘いがありました。
持ちになれますね。最後
竹林ワーク 9月14日
に、生まれつき目がまっ
書記・竹林PT委員長 安田繁治
たく見えない女性のお話
をされました。そのお話がとても感動でみなさん涙を
9月に入り 多少の涼しさも（風はなかったが・・！！） 流しておられました。一人でも多く理解して下さる方
感じる様になっての竹林ワークでした。ただ京都部部 が増えるといいなぁと思いました。今回のニコニコは、
会の直後だった事もあり参加メンバーは少なかったの 柳メネット事業主査を通じて国内プロジェクトに献金
ですが、前回に引き続き京都グローバルクラブ赤松氏 しました。
皆様ありがとうございました。
の参加もあり、草刈り機3台（赤松・市橋・中原氏）が

京都部活動報告
京都部事務局長 中原一晃
桂部長が訪問・参加した会合・行事及び同行・参加者
は、次のとおりです。
9月
1日
京都部部会
2日
第３回京都部役員会
7日
六甲部部会（河合） 神戸クリスタルホール
8日
リトセン秋の準備ワーク
10日 京都クラブ公式訪問
14日 阪和部部会（河合同行） 紀州わいわい村
15日 中西部部会（中原同行） 茨木市役所南館９階
20日 京都部ワイズデー実行委員会
22日 チャリティウオーク（中原参加）
24日 めいぷるクラブ公式訪問
25日 トゥービークラブ公式訪問（安平同行）
26日 洛中・みやびクラブ合同例会公式訪問
27日 京都部交流事業懇談会（島田、中原参加）
28日 西中国部部会（安平参加）
29日 九州部部会
あわただしい予定の中で桂部長はどのイベントも楽し
まれております。しかしウエストクラブメンバーの参加
をもっと希望されています。桂部長が手を上げられた理
由はもっと面白くしよう、もっと一丸となろうとの気持
ちを込めた「Let us join hands!」にあります。京都部
会はメンバー一同が楽しめご参加の皆様からも好評をい
ただけ、大成功に終えられました。
部会も終わり一段落に思えますが、桂部長期はまだ３ヶ
月しか動いておりません。９月初めにもお知らせ、お誘
いしておりましたが、部長公式訪問にメンバーももっと
一緒に行きましょう。他クラブ、他部を見ればウエスト、
京都部が見えます。良いところ、見習うべきところ、も
多数あります。
10月の活動予定は以下に記載するとおりで、クラブ公
式訪問もまだまだ続きます。できる限り三役キャビネッ
トも同行します。一人でも多くのメンバーとご一緒しま
しょう。他クラブ訪問のチャンスです。すべての予定は
京都部HPに記載しております。さぁ、ご自分の予定表を
ご確認下さり、安田外部書記に参加表明のご連絡お待ち
しております。
5日 びわこ部会 AIDS文化フォーラム 陶板名画
7日 第４回京都部役員会
8日 福知山クラブ公式訪問（河合、中原参加予定）
9日 トップスクラブ公式訪問
10日 東稜クラブ公式訪問
12.13日 瀬戸山陰部部会 （但し、全国Ｙリーダー研
修会とバッティング）
13日 全国リーダー研修会
22日 エイブルクラブ公式訪問
24日 ウエストクラブ公式訪問
25日 ワイズデー実行委員会
26.27日 西日本区次期役員研修会

京都ウエストワイズメンズクラブに入会して
ドライバー委員 佐治 幹生
この度、島田ワイズにご
紹介頂き入会致しました！
島田ワイズとは、他会で、
ご一緒頂いてからのお付き
合いで、他メンバーとも親
交を持たせて頂いておりま
す。 今年度は、塚本会長
期と言う事もあり、ワイズ
活動にもかなり興味が湧き
ました。塚本会長は、社会人になってからのご縁ですが、
非常に自分に無い物を持っていて魅力ある人間です。今
では、彼女以上に逢っている存在かなぁ～^_^;
他に、渡邊ワイズ、茂山ワイズ！ そして、目標でも
ある安平ワイズと以前からのご縁です！ワイズ活動の中
では、徳議会の夏祭りに特に興味があり、この夏に参加
させて頂きましたが、何とも言えない感情が湧きました。
そもそも、ボランティアとは程遠い生活環境でしたが、
皆さんに出逢いお話しを聞いている間に、こんな自分で
も、何か社会の役に立ったり、人の為に何が出来るので
はと思い入会させて頂きました。 入会させて頂いてか
らは、少し時間も経ちますが、メンバーさんの寛大さ、
暖かさ等まだまだ、自分に足りない物をお持ちなので時
間のある限り事業にも積極的に参加させて頂きますので、
これからも宜しくお願い致します。

☆役員会☆
司 会

野々口書記

1 8月10日竹林ワークの報告(流しそうめん)

報告事項

安田書記

2 8月22日納涼例会オークションの報告

吉川EMC委員長

3 8月25日平安徳義会夏祭りについて 牧野地域奉仕委員長
4 9月1日京都部部会について

立山実行委員長

5 9月1日合同メネット例会について報告
6 9月26日メネット例会について
7 ポテトファンドについて

立山ﾒﾈｯﾄ
林ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ委員長

角谷ファンド委員長

8 リトセンワーク9月8日の報告

大西Yサ委員長

9 オータムフェスタ企画説明会、実行委員会の報告
野田地域奉仕委員
10 台北ダウンタウンクラブIBC報告

森田交流委員長

11 各事業委員会報告

各事業委員長

12Ｙサ・ユース拠出金の早期執行について

塚本会長

協議事項
1 3/16チャリティーゴルフ開催準備について

塚本会長

2 京都部部会関連でメネット登録費の補助金について
塚本会長
3 8月例会オークションの売上金を東北少年ｻｯｶｰ大会協賛金
震災幼児支援金に使う
4 台北DT会計報告

塚本会長
加藤会計

他クラブ関係
1 六甲部会参加報告、九州部会の参加状況報告

安田書記

ＹＭＣＡ関係

ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ

１ 全国YMCAリーダー研修会10/13
世界の料理をテーマ：ウエスト水餃子9/25迄に出欠
大西Yサ委員長
２ AIDSフォーラムについて10/5から10/6

塚本会長

京都部関係
１ 11月4日ワイズディーについて

塚本会長

２ 舟木直前京都部長のエルマークロー賞受賞祝会開催案内
塚本会長
３ 京都部活動報告

中原京都部事務局長

その他
１ 各部部会について 9/14阪和部､9/15中西部9/28西中国､
9/29九州､10/5びわこ､10/12.13瀬戸山陰
役員会議案
議案1 京都部部会メネット登録費補助金額について
1名あたりの補助を
議案2

5,000円とする。

承認

オークションの売上金117,440円を震災幼児支援金

と東北少年ｻｯｶｰ大会の協賛金に各半額を拠出する。
承認
議案3 台北ダウンタウン費用について
全体予算に対して執行額を集計した結果、46,495円の
不足となりました。結果不足分を補うためウェルカム
パーティ参加ﾒﾝﾊﾞｰが3000円を負担する事とする。承認

１０月

ＨａｐｐｙＢｉｒｔｄａｙ

鈴木 けいこメネット
塚本 由美ﾒﾈｯﾄ

立川 益子メネット

10月 ＨａｐｐｙＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ
加藤 秀行・昌美 ご夫妻
松本 忠正・純子 ご夫妻

編集後記

ブリテン編集に携わらして頂いてはや四回目の刊
行となりました。今回、参加出来なかった京都部
会やIBC交流会は本当に残念なことでしたが、皆さ
んから頂いた原稿を読ませていただき楽しく作業
させて頂いけました。これからもよろしくお願い
致します

ブリテン委員 山田 麻紀夫

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。

１. 京都ＹＭＣＡ国際協力キャンペーン
今年も１０月１日～１１月末の期間を京都ＹＭＣＡ
国際協 力キャンペーンとして国際協力募金を行いま
す。例会にて募金袋を配らせていただきます。どう
か皆様方の暖かな 心をお待ちしております。
期間１０月１日～１１月３０日
※国際協力街頭募金のお知らせ
下記のとおり「国際協力街頭募金」を実施致します。
日時 ２０１３年１１月４日（日）
２．ウインタープログラム受付開始
今年も最高の冬をＹＭＣＡですごしませんか。スキー
キャンプ、デイキャンプ、鉄棒・とびばこが好きに
なる教室を 開きます。お友達をお誘いのうえ、ぜひ
ご参加ください。
<スキーキャンプ・デイキャンプ>
受付 ◎会員優先 １１月７日（木）～１１日（月）
<鉄棒・とびばこが好きなる教室>
受付◎会員 １１月７日（木)
午前１０時より
◎会員・一般１１月１２日（火）午前１０時より
３．世界ＹＭＣＡ・ＹＷＣＡ合同祈祷集会
2013年世界ＹＭＣＡ・ＹＷＣＡ合同祈祷週テーマ
神の求める『変革』となるＢｅ ｔｈｅ Ｃｈａｎｇ
日時 １１月１６日（土）午後７時～
場所 京都ＹＭＣＡ マナホール
４.リトリートセンターオータムフェスタ
森の中で美味しいお店がお待ちしています。都会の
雑踏を離れて、ご家族やお友達と秋の自然をお楽し
みください。子どもも大人も楽しめるゲームや催し
もあります。
日時 １１月２３日(土・祝)
場所 京都ＹＭＣＡリトリートセンター
大人(中学生以上)２０００円・小学生１０００円
幼児無料
５.ボランティアセミナーのご案内
日時 １０月１９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)
６.会員のためのＹＭＣＡオリエンテーションのご案内
日時 １２月２日(月) 午後７時～９時
場所 京都ＹＭＣＡ
京都ＹＭＣＡ本部電話(０７５)２３１－４３８８

２０１３年１０月スケジュール
10/3

木

三役会

19：00

10/10

木

オープン
役員会

19：00

10/12

土

竹林ワーク

10/24

木

例会部長
公式訪問

京都三条
ＹＭＣＡ
京都三条
ＹＭＣＡ

２０１３年１１月スケジュール
京都三条
ＹＭＣＡ
京都三条
ＹＭＣＡ

11/7

木

三役会

19：00

11/14

木

オープン
役員会

19：00

9:00 長岡西山 竹林

11/9

土

竹林ワーク

9：00 長岡西山 竹林

19：00 ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ＆ｽﾊﾟ

11/28

木

EMC例会

19：00 ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ＆ｽﾊﾟ

