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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

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

ＴＯＦ・ＣＳ・ＦＦ

「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”
「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 ！”
～さあ！手を取り合ってワイズの輪を広げましょう！～

ひとりひとりの思いやりの心が大きな実を結びます。
生雲 文枝

今 月 の 聖 句
おのおの主から分け与えられた分に応じ、それぞれ
神に召された時の身分のままで歩みなさい。
コリントの信徒の手紙１第７章２１節

第３４代

ＦｕｔｕｒｅＣｏｄｅ未来への鍵

会長主題

～１人ひとりの役割を見つけよう～

クラブ会則改定案完成！

地域奉仕・環境事業主任

会 長
副会長
書 記
会 計

会則改定委員会委員長

塚本勝己
金澤典子
野々口佳孝・安田繁治
加藤秀行

森田 惠三

１９７９年１１月２５日クラブ設立総会において承認された京都ウエストクラ
ブの会則は、早速、国際協会にチャーターメンバーリストと共に提出して加盟が
認証されました。クラブ設立の基礎となったこの初版の会則は、スポンサークラ
ブであるパレスクラブの会則をモデルとして作ったものでしたが、その後２００
８年１１月に至る間に１２回もの一部改定を繰返してきました。そもそも、人間
の社会生活には基本ルールを遵守すべき義務が伴うものです。当然、ウエストク
ラブの組織及び運営においてもその基本となる会則と、それを補完する細則など
の規則（きまり）に従うことが大切なこととなります。ウエストに限らずいずれ
のクラブでも年月を経ると、時代や構成メンバーの変化などに伴い規則の忘却や、現実にそぐわない種々
の矛盾点が生じて来ていても、曖昧解釈によった運営が目立つようになることが往々にして見受けられ
ます。当然そうなった状況にあるときは規則の改定を行い、正しい路線に戻すべく軌道修正する必要が
あります。しかし、私の知るところでは、東西両区にあって何ら手つかずに設立当初のまま放置してい
る、或いは会則さえなくなっているようなクラブも見られるように思います。ただでさえ、弱小のクラ
ブは立直しどころか、ますます悪化し、休会－解散の憂き目を見るのは必定です。わが京都ウエストと
しては、時機を見はからってその都度改定をしてきたものの、ここ数年、改定の必要性を感じながらも
その作業にとりかかれずにいたのでした。しかし、３年前、法律の専門家である草野ワイズがクラブに
復帰されたことを絶好の機会として、河合ワイズと３名編成による会則改定プロジェクトが発足して、
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％

新年合同例会

メ
ン
メネット
コメット
ゲ ス ト
ビジター

合 計

25名
1名
0名
3名
0名

29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

合 計

25名

ファンド

ニコニコ

25名 前月繰越
0名 第一例会
0名 12月例会
0名
名

累

計

88000円
0円
8000円

96000円

ポ
テ
ト
メ
ロ
ン
ス
イ
カ
カ
レ
ー
がんばろう東北

629314円
6400円
9100円
2400円
151901円

合 計

799115円

今回こそ構成と体系が適正な会則を作りあげよう
から元気な会長の言葉を
と、意見を交わしながら抜本的改定作業に取り組
聞くと会場中に元気があ
んで参りました。このほど、ようやくにして改定
ふれているようでした。
案を完成することができましたので、２月例会に
みやびクラブの仕切りで
て皆さんに説明したあと、ご意見や質問などを調
したので、ドライバー委
整したうえで、３月総会における提案承認を経て、
員長の私としては何もお
３月１日に遡って実施していただきたいと考えて
手伝いできませんでした
います。私たちプロジェクトチームの労作ともい が、ウエストの入会式を組み入れていただきまし
うべき会則・細則・マニュアルなど一連の改定案 た。三クラブのメンバーが見守るなか新メンバー
が京都ウエストの更なる発展強化に役立つことを の“山本 幸仁”さん。少々緊張されているよう
念願している次第です。
でしたが滞りなく式が進み、きっちりスピーチま
でされて無事 入会式を終えることができました。
華味鳥にての忘年会報告
入会式の後は、みやびクラブの奥谷ワイズによる
副会長 金澤 典子
和菓子作りの体験をさせていただきました。鶴と
サクラの2種類の和菓子でしたが、各人頑張って
年の瀬２７日（金）に「華味鳥」にて忘年会が 作っていましたのが、鶴に似せた‘にわとり’
開かれました。参加者は仕事で来られないメンバー （笑）が多かったように思います。作った作品は
も有り、１９名でした。華味鳥は、博多のお店で 持ち帰りでしたが、帰ってから食べると見てくれ
お取り寄せも出来る私のお気に入りのお店の一つ は悪いのに味は抜群でした。
その後、桂部長の新年の挨拶のはじまり、洛中
です。飲み放題付きのコースで前菜、スープ、ブ
ツ切り肉や野菜、締めには麺類とお腹いっぱいに 西村会長の乾杯、おいしい食事の後、お楽しみ抽
なります。お酒も手伝って会は盛り上がりました。 選会まであり、盛りだくさんな新年例会でした。
が、今年も半期が終わり反省事もいっぱいです。 合同例会の後は、より親睦を深めるために京都駅
新人三役は、わからない事ばかりで皆さんに御迷 界隈に繰り出すウエストメンバーが沢山いたこと
惑をかけてばかりです。後、半期はもっと慎重に は皆さんご存じの通りです！！
相談仕合ってしっかり塚本会長をフォローしたい
と思います。そして、次期に備え会長としての役
目を理解したいと思っています。最後には加藤ワ
イズより次々期会長の意志も頂き、忘年会を楽し
く終える事が出来ました。
塚本会長、メンバーの皆様お疲れさまでした。

ニューメンバーあいさつ
３クラブ合同新年例会報告
ドライバー委員

山本 幸仁
林

正章

2014年1月11日、ウエス
ト・洛中・みやび 三ク
ラブでの合同新年例会が
京都駅南「セントノーム
京都」で18：30から開催
されました。今年の仕切
りは‘みやびクラブ’で、みやびクラブの中原会
長代理による開会点鐘でスタートしました。引き
続き、開会の挨拶は、ウエストクラブ-塚本会長
がつとめさせていただきました。お正月らしく神
社（出世稲荷）にまつわるお話ではじまり、新年

初めまして、この度ウエス
ト・洛中・みやび三クラブ合
同新年例会で入会させていた
だきました山本幸仁です。先
人の皆様のご尽力により、受
け継がれてきました。京都ウ
エストワイズメンズクラブの
ため、最善を尽くして参りたいと存じます。私自
身、まだまだ若輩者でございますが、交流のなか
で切磋琢磨し成長していきたいと思います。最後
になりましたが、今後ともご指導、ご鞭撻宜しく
お願いいたします。

オープン役員会及び１月総会報告
交流委員長 森田

惠三

新春早々の１月１１日にWRM３クラブ合同例会
が開かれたため、オープン役員会は、通常の例会
日である１月２３日に振替えて開催されました。
最近変更となったロの字形式の役員会は、自席側
は見えなくても三方の仲間がよく見えるので意見
が出しやすいのでしょうか、活発な報告や意見が
飛び交ってすこぶるいい雰囲気で終始しました。
例会日までの事業や行事の報告と２月以降の計画
や連絡事項等は各担当者から丁寧な発表がなされ
ました。（詳細は後日配信される議事録参照）
協議事項では
①２月４日の長法稲荷神社初午祭へは森田・松本・
笹山ワイズがお供え持参で出席する。
②西日本区へのYES献金は１８０円X28名分をEMC
予算より支出する。
例会に引き続き開催された１月総会（会員総数
２８名、出席数は委任状１名を含めて２５名）で
は、次次期会長に加藤秀行ワイズを,次期三役に
は副会長に加藤秀行、書記に市橋清太郎（内部）・
野田泰伸（外部）、会計に角谷多喜治各ワイズが
金沢典子次期会長からの提案どおり満場一致で承
認されました。新役員からは受任にあたってそれ
ぞれに決意を述べられ、全員から温かい激励の拍
手を送って総会は無事終了しました。以上報告と
いたします。

センチュリークラブ部長公式訪問記
直前会長 市橋 清太郎
1月16日(木)、桂京都部部長の各クラブ例会へ
の部長公式訪問もついにラストのクラブとなるセ
ンチュリークラブの新年例会に、京都ウエストか
ら金澤副会長と中原京都部事務局長と私、3名で
桂部長に随行してまいりました。
さて、センチュリークラブの新年例会は毎年恒
例の寄席例会でプロの落語家を招いての楽しい落
語から始まり、お正月らしいお節のようなお食事
の後、センチュリーさんにとって久しぶりの、そ
して待望の入会式が執り行われました。
その後は、京都部役員さんのスピーチです。柳
メネット主査、川上地域奉仕・環境事業主査に続
いて、いよいよ我らが桂部長の出番です。これま

で17クラブを回ってこられて、最後ということで
終始、余裕たっぷり、なごやかな雰囲気でお話さ
れました。さすがです。
私事ですが、ハッピーアニバーサリーもお祝い
頂き（事前にお電話頂き、確認されていましたお
気遣いにびっくりです）、座席にはメッセージカー
ドといっしょになったメイキャップカード（自ク
ラブの例会を欠席しても、代わりに他クラブの例
会に出席すれば、例会に出欠しことになる、それ
を証明するカード）を言わずもがな、ご用意頂い
ていました。さすがは大槻大先輩のおられるクラ
ブだなぁと感心しました。
それはさておき、桂部長、京都部役員の皆様、
公式訪問、お疲れ様でした！

京都部活動報告
京都部事務局長

中原 一晃

1月の京都部、および
桂部長の動きとしまして
は、10日の役員会、11日、
18・19日は福知山クラブ
書初め大会のお手伝い。
16日はセンチュリークラ
ブの最後の部長公式訪問
となり新春落語を聞かさせていただきました。25
日はクライトン新大阪にてユースコンボケーショ
ンの報告会を聞き、その足でチャリティコンサー
ト。30日に三役会、2月に入れば7日役員会、9日
第３回評議会。21日はEMC懇親会。23日チャリティ
ボウリングと、この先毎日曜ごとのイベントが続
きます。ウエストクラブホストのチャリティゴル
フもよろしくお願いします。

☆役員会☆

ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ

【報告事項】
1 12月14日 竹林ワーク報告

野々口書記

2 12月14日 みかんファンド報告

ﾌｧﾝﾄﾞ委員会

3 12月15日 クリスマス例会の報告
4 12月20日

安田書記
河合ワイズ

クリスマスロビーコンサートの報告

5 12月27日 ウエストクラブ忘年会について
6 1月11日

三クラブ合同新年例会について

塚本会長

林ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ委員長

1．新年度プログラム募集
スイミングスクール
幼児・少年体育活動

２月１９日(水)

午前１０時より

グローバルアウトドアクラブ ２月１９日(水)

午前１０時より

2. 2013年度卒業生リーダー祝会のお知らせ

安田書記

日時

３月９日(日)

8 1月16日 センチュリークラブ新年例会＆部長公式訪問の報告

場所

京都ＹＭＣＡ 三条本館マナホール

7

山本幸仁さんの入会式の報告

市橋直前会長
9 2月2日 国際フェスティバルについて 牧野地環委員長
10 2月4日 竹林ワーク関係：長法稲荷神社初午祭礼について
森田交流委員長
11 TOF例会について

林ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ委員長

12 チャリティダンスについて

午後５時～

場所

京都ＹＭＣＡ 三条本館 地階 マナホール

4. Ｔｈｅ Ｙ ｃｕｐ
第1回京都ミニバスケットボール大会実施！ご協力のお願い
２０１４年３月１５日(土)・１６日(日)

塚本会長

場所

京都市横大路運動公園体育館

15 Yahooグループメールサービス終了についての対応

5.第１１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～

安平ワイズ

日時

３月８日(土) 午後２時～４時３０分

加藤会計

場所

京都市中京区青少年活動センター 大会議室

内容

学習障がい児の支援を考える

16 会費納入のお願い（後期）
17 各事業委員会報告、各委員会開催日程の報告

各事業委員長

－学校の役割・地域の活用－
6.ボランティアセミナーのご案内

【協議事項】
1

２月１５ 日(土)

日程

吉川EMC委員長

半期報告について

日時

金澤副会長

13 チャリティーゴルフ開催準備について報告
14 EMC10月から12月の報告

3. 創立125年会員集会

金澤副会長

がん患者さんとそのご家族へ

金澤副会長

第８５回苦しみ、悩み、不安を共有しませんか。

次次期会長の選出について（総会議案）

2 次期三役について

（総会議案）

3 2月4日長法稲荷神社初午祭礼について

森田交流委員長

☆1月総会☆

(１月２３日)

日 時

２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(お茶代等)

議案１ 次々会長選出
次々会長に加藤 秀行ワイズを選出する。 承 認

編集後記

議案２ 次期三役（副会長、書記、会計）について
副会長 加藤

秀行ワイズ

書記

清太郎ワイズ（内部）、

市橋

今年も壬生寺さんの厄除節分会に行ってまいり
ました。ワイズメンズクラブのメ

野田 泰伸ワイズ（外部）
会計

角谷 多喜治ワイズ とする。

ンバーの皆さんとともに無病息災

承 認

で過ごせますように祈念して炮烙
を奉納してきました。

2月 Ｈａｐｐｙ

今年もよろしくお願いします。

Ｂｉｒｔｈｄａｙ

ブリテン委員 山田 麻紀夫

加藤 秀行 ワイズ
桂 厚子 ワイズ
久保田 展史 ワイズ 林 正章 ワイズ
桂 五郎さん

角谷 雅子 メネット

2月 Ｈａｐｐｙ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ

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。

安平 知史・春美 ご夫妻

２０１４年３月スケジュール

２０１４年２月スケジュール
2/6

木

三役会

19：00

2/13

木

オープン
役員会

19：00

2/15

土

竹林ワーク

2/27

日

TOF例会

京都三条
ＹＭＣＡ
京都三条
ＹＭＣＡ

9：00 長岡西山 竹林
19：00

京都三条
ＹＭＣＡ

3/6

木

三役会

19：00

3/13

木

オープン
役員会

19：00

3/8

土

竹林ワーク

3/27

日

Yサ例会

京都三条
ＹＭＣＡ
京都三条
ＹＭＣＡ

9：00 長岡西山 竹林
19：00 ロイヤル＆スパ

