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「強
強い義務感を持と う！義務は全て の権利に伴う」
西日本区強調月間
標

語
ｋｉ ｃｃｋ－ｏｆ ｆ ＥＭＣ －Ｃ

国際会長（ＩＰ） 主題 ”Talk Less, Do More”
「言葉より行動を」
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 松本 武彦 (大阪西）
主題 ”To walk together,echoing each other”
「響き合い、とも に歩む」
京都部部長 畑本 誠 (京都トゥービー）
主題
｢行雲流水 」
～Be Y's man～

MはMembership。手を挙げワイズソングを歌えば先輩、後輩関係
なく、常に声を掛合い親睦を図り、より良い関係を築きましょう。
CはConservation。素晴らしいクラブ作りに向けて、皆さんのワ
イズ力で未来予想図を描きましょう。

河原 正浩 ＥＭ Ｃ事業主任

今 月 の 聖 句
互いに愛し合いなさい。これがわたしの命令である。
ヨハネによる福音書15章17節

長

金澤 典子

副会長

加藤 秀行

書

市橋 清太郎 ・ 野 田泰伸

会

第３５代
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記

会長主題
～ 原点を 見つ め直し 自分 らし さを～
会 計

S hall

we go with ” wes t 35t h！ ！ ”

角谷多 喜治

会長 金澤 典子

３４期塚本会長主題、Future Code未来への鍵！～１人ひとりの役割を見つけよ
う～の思いに繋げて役割を見つけた後はいかに自分らしさを出せるかだと考えま
した。そして今期会長主題をNaturally 自然体でいこう～原点を見つめ直し自分
らしさを～にしました。原点を見つめ直す、９年前私がクラブに入った当初の事
を考えました。様々な職業のメンバーと出会い交流、親睦を深める事がとても新
鮮に感じました。例会に来る事が楽しく仕事のストレス発散にもなっていました。
でもだんだん慣れて来ると、少し怠慢になったり、惰性にもなってきました。会
長依頼を受けたとき、もう一度原点の新鮮な気持ちを見つめ直し、自分らしく出
来る事を頑張れば良いのだと思いました。無理をせず、三役、メンバーの皆様に
助けて頂いて、会長職務を楽しみながら様々な行事に参加し、クラブ活動やワークを経験してみたいと思っ
ています。そして今期、一番重点を置いているのは広報と例会の充実です。メンバーや活動を、沢山の皆
様に知って頂く事が最も大事だと考えております。広く知って頂く事でゲストも呼びやすく、メンバー増
強にも繋がり、クラブも活性化するのだと思います。委員会の枠に囚われず皆様と一緒に考えて行きたい
と思っています。明るく元気で声の大きな塚本会長の後、声も小さく頼りない会長ですが、気持ちはとっ
ても元気です。三役、メンバーの皆様、今期一年間クラブにご迷惑をかけないよう精一杯頑張って行きま
すのでどうぞ御協力を宜しくお願い致します。
第一例会

メンバー数

会
員
特別ﾒﾈ ｯﾄ

30名
1名
31名

メ
ン
メネット
コメット
ゲ ス ト
ビジター

ニコニコ

引継例会

25名
1名
0名
0名
0名

メ
ン
メネット
コメット
ゲ ス ト
ビジター

30名 前月繰越
3名 第一例会
2名 引継例会
0名
8名

合

43名

145335円
0円
38000円

出席率100％
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ含む
前月出席率
９３．３％
合

計

26名

計

累

計

183335円

フ ァ ンド

ポ テ
メ ロ
ス イ
カ レ
み か
ケ ー
た ん か
合

計

ト
ン
カ
ー
ん
キ
ん

629314円
6400円
9100円
2400円
33940円
2800円
19500円
703454円

三役・ 委員長 の本気 でや るぞ宣 言！
副会長 加藤 秀行

金澤期に副会長として就任する事になりま
したが、次々期の会長として試練の１年にな
るものと決意しております。ウエストクラブ
に入会しまして早いもので６年が経過しまし
たが、まだまだ経験不足で会計を２回、ファ
ンド委員長１回、交流委員だけのキャリアな
ので今期はそれ以外の役務をこれまでは他人事のように思っ
ていました部分もありましたので、この１年は精確に把握
し来年に繋げたいと考えております。まず私にとってはトー
クが苦手なのでそれから試行錯誤でこなさなければと思慮
しています。まずは各事業、行事、例会等を見据えていき
ますので、会長のサポートと共に各ワイズのご協力を切に
希望いたします。

感じていただければと思います。そして１２
５周年企画を当クラブでできればと思います。
委員会は地域奉仕と行い意見交換し楽しいプ
ログラムをメンバーにお届けしますので１年
間どうぞよろしくお願いいたします。

交流委員長 中原 一晃

初心者交流委員会です。ワイズメンズクラブ
における全ての行事、活動、奉仕、どれを取っ
ても根本はメンバー間、参加者との交流が基本
であり、考えの根本と捉えています。交流なく
してワイズ活動はありえないと言っても過言で
はありません。今年は３５周年を迎えるウエス
トクラブです。特にIBCは無さそうですが東京ひがしの水
かけ祭りは本祭りの年となっています。防水カメラ引っさ
げて、多くのメンバーでびちょびちょになりに行きましょ
う。

書記 市橋 清太郎
Ｅ ＭＣ委員長 立山 隆一

33期に会長をやらせて頂いたので、その前年
今期ＥＭＣ委員長として金澤会長を支える事
の副会長から数えて、4年目の三役になります。
になりました。今期もドライバー委員会と連携
ワイズの事、京都ウエストの事をだいぶ分かっ
して会長の想いである、沢山のゲストを呼べる
てきましたし、ワイズ活動の面白さもいろんな
例会とイベントを企画、そして実行し、一人で
方に教えて頂きました。だからこそ内部書記の
も多くのメンバー獲得に繋げられたらと思って
大変さも分かっています。なのでプレッシャー
います。それと同時に既存メンバーの親睦も図
も感じています。金澤会長をしっかりバックアップできる
りながら退会者を出さないようにMC活動にも力
か、メンバーの皆様(特に新しいメンバーさん)にワイズ活
を入れて行きたいと思います。（メンバー目標今期末33名）
動の楽しさ、大切さをお伝えできるか．．．いらん事は考
皆さん今期一年間よろしくお願いいたします。
えずに、引継ぎ例会で「今期もいい会長やったね」と言っ
てもらえるようにがんばります！
ドライバ ー委員長 河 合久 美子
外部書記 野田 泰 伸
今期、金澤会長よりドライバー委員長を仰せ
クラブに入会して以来、幾度となく三役を
つかりました。メンバーの親睦を深め、いっそ
務めさせていただき、この度も書記のお役目
うのクラブ活性化を図れるよう、楽しい例会を
をいただきましたが、やはり緊張気味です。
工夫し実施したいと思います。EMC委員会と連携
繊細な心配りをされる金澤会長の手となり足
しメンバー増強に繋がるよう、ゲストを呼べる
となりクラブ運営に支障が無いよう支えてい
例会も企画していきます。ウエストらしさを大
く決意です。外部書記の役割を確実にこなし
切にしながらも他クラブの例会にも学び、「おもてなし」
ていけるよう何事も早め早めに準備をして特に提出物に漏
れが無いよう三役での報・連・相を心がけたいと思います。 の心を感じていただけるような内容にできればと思ってお
ります。１年間、どうぞよろしくお願いいたします。
また、常にアンテナを張って西日本区や京都部の情報を速
やかにメンバーに伝え、いろんな行事に参加しやすい状況
ファン ド委員長 茂山 智広
を作ることも責務だと考えます。そして三役会や委員会に
出席することなど、メンバーと顔を合わせる機会が増えま
このたびファンド委員長を仰せつかりまし
すので、楽しく１年間を過ごしたいと思います。ご協力宜
た茂山です。もちろん初めての委員長ですの
しくお願い致します。
で少々緊張しております（汗）ウエストのファ
ンドといえばやはりポテト、私的には一つで
地域奉仕 ・環境委員 長 福田 英夫
も多く販売できるよう、友人知人を拝み倒す
つもりでおります。既に金澤会長からファン
ドの企画を一つ頂いておりますので、それを
ワイズメンズになってから、私は一貫して通
着実に実行しますとともに、皆さんに喜んでいただけるよ
してきたポリシーがあります。奉仕スピリッ
うな、魅力のあるプランを考えて参りますので、一年間ど
トです。でも、人が思うほどは重視している
うぞよろしくお願いいたします。
訳ではなく、私の出来る範囲で細々とやって
いければ自分にとって幸せにつながる道なの
かなぁと思っています。金澤会長からお声を
掛けて頂き、半人前の私でいいのかなぁと一度は思いまし
たが、やるからには月並みですが、私も自分自身が楽しみ
たいという欲求が沸き立ちました。それで為せば成ると思
いました。欠かさず活動しています竹林ワークを皮切りに、
平安徳義会さんとの交流にも、気を配りどんな事で満足さ
れたり、不満に思っていることはないか本音を引き出せる
関係になりたいと思っています。どうかメンバーの皆様、
一年間暖かく動向を見守っていて下さい。
Ｙサ・ユー ス委員長所信 表明 岩本 敬子

ＹＭＣＡ事業は年間多くの事業があります。そして、京
都ＹＭＣＡは１２５周年です。今期はいろいろなプログラ
ム情報を役員会等でおつたえし、Ｙを今まで以上に身近に

ブリテ ン・広報委 員長

安田 繁治

金澤会長よりご指名を受け、今期初のブリ
テン委員長と言う重大なお役を頂きました。
会長もかなりの冒険家と思いますが、等の私
自信も腫れものにでも触れる様な気持ちで
す、まずは山田委員（ﾌﾞﾘﾃﾝ２回目）の指導
を受け又直前草野委員長・岩本委員の方々え
の相談・意見等を聞きながら 私・渡邊委員
と共に三本の矢でブリテン・広報軍団に立ち向かいたいと
思っております。皆様に原稿依頼をさせてき、時々催促メー
ル等もさせて頂くと思いますが、決してイジメではありま
せんので先に釈明しておきます。一年間ご協力を宜しくお
願いします。

メネット 連絡員の抱 負 福田 仁 美

ウエストワイズメンクラブでは、毎年9月の例
会をメネット例会として、ワイズメンと共に学
び楽しむ機会を設定しています。ワイズメンズ
クラブの良さは、メンズと共に、メネットも参
加できることだとお聞きしました。メンズだけ
でなく、メネットも連絡をとりあって、活動参
加を通して、人とのつながりや学びを楽しみませんか。微力
ですが、メンズとともに、できることを精一杯させていただ
く所存です。どうぞ、よろしくお願いします。
６月７日竹 林ワーク ブリテン・広 報委員 渡 邊 昌嗣

梅雨空の中、竹林ワークに行きました。今月のメインの活
動は「芯止め」という作業でした。親竹が５～６ｍ成長した
ころに、竹をゆすって先を折ることで、余計な葉や枝が生え
なくなり太陽にも当たりやすくなることで根の成長を助け、
風にも強くなるそうです。あとは以前に切り倒した廃材を焼
却場で焼きました。ほぼ全数の廃材を燃やすことができ、最
後の消火活動は市橋コメットに体験してもらいました。通路
を中心に雑草処理も行いましたが、１０時過ぎに突然の大雨
が降り、解散となりました。そろそろ蚊も出てきているので、
次回は虫よけスプレー持参で参加したいと思います。
参加者：安田竹林ＰＴ委員長、加藤、福田、市橋、市橋コメッ
ト、渡邊

まだ準備中の駅前の食事処を片端からあたり、最後にF居ワ
イズの店主への情熱的な交渉により、大鵬という中華料理店
で美味しいビールと昼食をいただくことが出来ました。１３
時よりシンフォニアいわくににて１日目式典の開始、７００
数十名の参加との発表がありました。粛々と各プログラムが
行われ、部長報告では３番目に桂ワイズが登場。京都部会で
使われた映像をはじめ、活動報告では中原ワイズ力作の撮影
映像が流れ、そのアイドル映像のような素晴らしい出来に会
場中が感心しておられました。１９時より岩国観光ホテルに
て懇親会、ご当地５社の酒蔵の銘酒飲み比べがあり、お酒好
きのN田ワイズとY平ワイズがたいそうご満悦でした。その後
場所を変えてペンタゴンでの親睦飲み会があり、各クラブの
皆さんと楽しく飲みかつ語らい、１日目の夜が更けて行った
のでした。
西日 本区大会 ２ 日目 ＥＭ Ｃ委員 藤井 一彦

今年は山口県岩国市で行われています、西日本区大会も二
日目の始まりです。西日本区連絡主事の聖書朗読から始まり
ました。我がウエストクラブも、出席率90％以上達成賞を頂
き、そして交流推進最優秀クラブに選ばれました。これも交
流委員長・森田ワイズの進められている、ヘキサゴンを評価
されてのもので、本当に森田ワイズご苦労様でした。そして
最優秀クラブには、やはり予想とおり京都トップスクラブで
した！本当におめでとうございます！そして理事引継ぎ式で
すが、長年当クラブの森田恵三ワイズご夫妻が立会人を勤め
られ、私はそれを見て『今年の西日本区大会も終わりやなぁ・・・』
と感じていたものであり、吉本ワイズご夫妻が立会人をされ
るのを見て、時代の流れを感じる一幕でもありました。大会
東 日本区大会に 参加 森田 直子 メネッ ト
終了後、エントランス前で記念撮影の後、岩国寿司発祥の三
原家で昼食後、全員で錦帯橋へ行きました。木構造の橋とし
６月６日～８日東日本区大会にキャピタルクラブ岡本夫妻
ては大変珍しい構造で、見応えがありました。新岩国駅から
と共に参加してまいりました。楽しみは表参道とスカイツリー
新幹線で、いざ京都へ、メンバーの皆様お疲れ様でした。ま
見学です。ホテル到着後すぐに表参道へ。地下鉄を上がつて
だその後、西日本区大会の余韻に浸りながら、飲みに行った
みれば大雨で、ビショ濡れとなり、とうとう途中で引き返し、 メンバーもいるとか・・・
神谷バーで開かれる前夜祭に直行しました。会場の都合で６
４名のみとなり、会場では電気のように強いブランデーで有
６月 ２１日 引 継例会
Ｙ サ・ユース 委員 佐治 幹夫
名な電気ブランを飲みました。６月７日大会場所の浅草公会
堂へ。メネットアワーは５０名の参加で事業報告・クラブ紹
介の後“大江戸浅草の今昔物語”の卓話を聞きその後本大会
６月２１日 京都ロイヤル＆スパにて例会が行われました。
へ。参加者４７０名の大会は１日だけでパワーポイントを使っ
例会内容は、第３４期 会長 塚本 勝己の引き継ぎ例会で
ての事業報告・部会報告と続き、岸本成格氏による「政権裏
す。塚本会長を、どのようにすれば喜んでもらえるか？と言
事情」の講演を面白く聞きました。また、２年前に起きた不
う事を考えて林ドライバー委員長を筆頭に考えて、やはり会
祥事件は、本年度末までに利息もすべて完済された旨の報告
長テーマにも挙げられている≪ＦｕｔｕｒｅＣｏｄｅ未来へ
がありました。終了後エクスカーションのスカイツリーは１
の鍵！≫～1人ひとりの役割を見つけよう～をテーマに、塚
０００円追加した６３４ｍ手前の第２展望台は雲の中。視界
本会長の役割に欠かせない家庭・会社・友人をキーワードに
はゼロで全く残念なことでしたが、そこは長年のワイズ経験
色々な工夫を林委員長が考えて頂き、それぞれに工夫した設
で、東日本区の懐かしいワイズメン・メネット達との会話が
えを考えました。開会点鐘で始まり、次期金澤会長・三役へ
はずみ、東日本区大会を十二分に楽しんできました。
の引き継ぎ式を行い、その後、塚本会長へのサプライズ？先
ずは、塚本期の１年を振り返り、山本ワイズからのメッセー
ジ（幼馴染だったので）そのバックで流すスライドを作成さ
６月新旧合同 役員会（第 一例会）ファ ンド委員 安平 知
せて頂きましたが、昔の写真を探し求めるのに、一苦労（笑）。
会長の友達の協力もあり数枚と卒業アルバムをＧＥＴ出来ま
６月１２日（木）三条YMCAにて新旧合同役員会が開催され
した。会長の青春時代！これが又、なかなかのイケメンで！
ました。塚本期については最終の役員会という事で塚本会長
全てを流せなかったのが残念でしたが・・・本当は、１０代
もリラックスした雰囲気でスタート。５月の活動報告や今期
半ばのとってもヤンチャな○良時代の写真を入手したかった
最終の６月の予定の報告や協議が行われました。中でも、次
のですが（笑）。そして、同期会長や携わって頂いた方から
期はウエストクラブ３５周年ということでPTが立ち上がりア
のビデオレターを流し、次は、ＨＱから同志のサプライズ！
クトや記念例会、記念誌の検討案の報告がありました。塚本
（村古さん、ムチャブリりにも関わらず快く引き受けて頂き
会長！１年間本当にお疲れ様でした。続きまして次期役員会
ありがとうございました。）そして、恒例？のゴットファー
総会が始まり次期の事業計画や予算など検討事項が継続とな
ザー風会長評価？が行われました。ここまでは、塚本会長キャ
りましたが無事に承認となりました。議事などの詳細はブリ
ラにピッタリな笑いあり・笑いありのないようで、ここから
テンページでご確認ください。いよいよ７月から金澤会長期
は、塚本会長ファミリーの登場です。家族から感謝とお疲れ
が始動します！塚本会長期に引き続き充実した活動の１年に
様の言葉の時は、こころなしか、巨人の目にも涙？のような
なりそうです。金澤会長！！頑張って下さい！ALLウエスト
ものが・・・、この時は、長女の古都美ちゃんの涙が一番の
で応援致します！！
サプライズ！そして、メンバー一人一人がお疲れ様の言葉を
交わしました。この部分は、かなりの感動でしたが、ここか
らまたもやＨＱの同志林店長の登場！これは、村古さんより
西日本区大 会 １日目
ファンド 委員長 茂 山 智 広
もかなりのムチャブリでした（笑）がしかし、これも流石は
会長の社員さん！ノリノリで！メッセージボールが送られま
２０１４年６月１４日、ウエストワイズ２１名にて、第１
した。その次は、今期のアワード発表や他クラブからのＰＲ
７回西日本区大会に参加して参りました。７時２０分に八条
通常例会時のながれで、例会が閉会されました。いやいや！
口に集合し、岩国駅前に到着したのが１０時過ぎ。タクシー
本当に楽しい例会になりました。塚本会長、１年間大変お疲
で先に到着した私を含む一部メンバーは、時間が少々早いな
れ様でございました。そして次期金澤会長、クラブを盛り上
がらビールで到着を乾杯しようということになりました。い
げて下さい。

☆塚本期６月役員会☆ （6/12）

☆ 金澤期6月役員会☆ （6/12）

司会：安田書記
司会：市橋次期書記

報告事項
1 5/18(日)かもがわチャリティラン報告
メンバー１５名参加 ウエストはわらび餅・受付等を担当
塚本会長
2 5月 9日 次期Yサユース委員会報告、Ｙサ主査及び各クラブ
活動報告など
岩本Ｙサ委員長
3 5月10日 竹林ワークの報告 筍の成長促進措置、竹伐り作業
等を実施
安田書記
4 5月11日 京都めいぷるクラブ３０周年記念例会報告
安平ワイズ
5 5月22日 第2例会報告 出席者計３０名林ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ委員長
6 6月 3日 35周年PT第1回会合報告
塚本ＰＴ委員長
7 6月 7日 東日本区大会について（協力：東京ひがしクラブ）
森田交流委員長
8 6月14日～15日西日本区大会について最終確認
安田書記・加藤会計
9 6月21日 引継例会登録費の件
安田書記
10 6月21日 引継例会のビジター出席者確認と準備について
11 ペンタゴン会計報告 別途報告する。
森田交流委員長
12 京都ウエストワイズメンズクラブのユニホームについて
塚本会長
協議事項
1 6月21日（土）ビジター出席者の2次会参加費について。
安田書記
2 河合ワイズ次々期西日本区Yｻ主任輩出について 議案へ
塚本会長
3 35周年記念例会について
塚本PT委員長
☆臨時役員会☆（6/29）
議長：塚本会長
議案 1 河合ワイズを次々期西日本区Yｻ事業主任に輩出する件
承 認
議案 2 １月のＷＲＭ３クラブ合同例会を（二クラブの同意を得
て）クラブ35周年記念例会とする件について、記念例会の案内は、
東西日本区域内のペンタゴン等ＤＢＣ関係クラブに限定する予定
承 認

報告事項
1 議事録作成者指名の件
2
3
4
5
6
7
8
9

野田次期書記

次期役員研修会報告
金澤次期会長
京都部長方針・活動計画にについて
金澤次期会長
都部事業主査活動方針について
金澤次期会長
京都ウエストクラブ第35期活動方針・計画について金澤次期会長
委員会配属発表
市橋次期書記
各事業委員長方針発表
各次期事業委員長
キックオフ例会について
河合次期Dr委員長
各事業委員会報告
各次期事業委員長

協議事項
1
2

金澤期の第二例会のゲスト・メネット・ビジター会費について
西山竹林の契約更新について

☆役員会議案☆
議案1 通常例会（第二）の登録費について、
ゲスト・ビジターを4,500円
（実費相当）とする。
メネットは1,500円をクラブから補助し、登録費を3,000円とする。
承 認
議案2 西山竹林の契約を１年間更新する。
承 認
議案3、メネット例会のメネット参加の補助を倍の3,000円とする。
（アニバーサリー月の登録費割引は行わない）
承 認
☆総会☆
議案1 ３５期事業計画について
２０１４年７月第二土曜日竹林ワーク→８月に移動
２０１５年３月一泊例会は（仮）
承 認
議案2 ３５期事業予算案について
承 認
但し、河合ワイズ次々期西日本区ＹＭＣＡサービス・ユース事
業主任排出について
承認された結果、活動補助50,000円を次期予算に計上予定とする。

編 集後記

7月

ＨａｐｐｙＢｉｒｔｄａｙ

野田泰伸ワイズ 牧野万里子ワイズ
吉川 忠ワイズ 金澤典子ワイズ
藤居美幸メネット 岩本 清さん

7月

ＨａｐｐｙＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ
角谷多喜冶・雅子夫妻

2度目のブリテン配属となりました。記念すべき新年度１号
を任せていただいたにも関わらず、PCを壊してしまい、はじ
めから大幅に進行予定を遅らせてしましました。本当に申し
訳ありません。新編集長である安田委員長ひいては、期日通
りに入稿いただきましたメンバーの皆様には大変ご迷惑をお
かけしてしまい申し訳なくおもっております。今後、もっと
早く仕上げられるよう、予定管理と編集長ソフトの使いかた
を精進するよう努めますので今年も一年よろしくお願いいた
します。
ブリテン委員 山田 麻紀夫

Ｙ ＭＣＡ Ｎ ＥＷＳ
１.リーダー研修が始まりました。
２.公益財団法人京都ＹＭＣＡ第３回会員協議会が開催
されました。
３.ＹＭＣＡサマープログラム参加者募集中！
４.ボランティアセミナーのご案内

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。

２０ １４年 ８月ス ケジュ ール

２ ０１４ 年７月 スケジ ュール
7/3

木

三役会

19：00

7/7

月

35周年
PT伊委員会

19：00

7/10

木

7/24

木

オープン
役員会
キックオフ
例会

19：00

京都三条
ＹＭＣＡ
京都三条
ＹＭＣＡ
京都三条
ＹＭＣＡ

19：00 ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ＆ｽﾊ

19：00

京都三条
ＹＭＣＡ

8/7

木

三役会

8/9

土

竹林ワーク

8/14

火

オープン
役員会

19：00

8/28

木

納涼例会

18：30 ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ＆ｽﾊﾟ

9：00 長岡西山 竹林
京都三条
ＹＭＣＡ

