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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」
標

西日本区強調月間
ＢＦ・ＥＦ
国際組織であるワイズの一員として、世界の必要を
覚え、感謝をもって献げることで、ワイズの発展を
実感しましょう。
川本龍資国際・交流事業主任

語

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～

今 月 の 聖 句
自分に命じられたことをみな果たしたら、「わたし
どもは取るに足りない僕です。しなければならないこ
とをしただけです」と言いなさい。
ルカによる福音書１７章１０節

長

金澤 典子

副 会長

加藤 秀行

書

市橋清太郎・ 野田泰伸

会
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会長主題
～原点 を見つめ 直し自分ら しさを～
会 計

京都YMCA創立125周年と新活動拠点

角谷多喜治

京都YMCA連絡主事 阿部和博

皆様、ご承知のとおり2014年京都YMCAは創立125周年を迎えました。地域にあって、人々の良き隣人となる働
きを多くのボランティアの皆さんと共に行ってきました。そして、YMCAと二人三脚で歩んできたワイズメンズ
クラブの活動もこの地域に欠かせない大きな運動であることを誇りに思っております。さて、京都YMCAでは201
5年4月に団体の歴史上初めて京都府北部に新たな活動拠点を設けることとなりました。舞鶴市の誘致要請を受
け、学校法人京都ＹＭＣＡ学園が新しい専門学校を開校する予定となっています。地域の課題である少子高齢
化や地域再生、交流人口の増加に貢献すべく、YMCAが得意とする人材の養成を中心に運動を展開していくつも
りです。「福祉」「国際」「コミュニティ」「ボランティア」をキーワードに地域に根差した草の根活動を実
行していく、125周年の大きな事業となります。当然、そこにはワイズ運動が不可欠です。福知山以北の新たな
ワイズ活動がYMCAの新拠点開設をきっかけに始められることになれば、歴史的なエクステンションとなるの
ではないでしょうか？
ウエストクラブでは今年のワイズデーとして舞鶴市において国際・地域協力の街頭募金を行い、YMCAとワイ
ズのアピールをしようと考えておられます。この活動は新しい地にワイズ運動を伝道するワイズデーの活動と
しては本当にふさわしいものであると思います。ウエストの活動もここまで35年を要しています。京都北部で
のワイズ運動の浸透には当然、長い年月がかかると思いますが、明るく希望をもって未来につながるものとな
るように皆さんでがんばっていければ幸いです。どうぞこれから始まる新拠点のサポートをよろしくお願いし
ます。

メンバー数
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27名
2名
1名
30名

出席率96.4％
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ含む
前月出席率
100％

第二例会

第一例会

メ
ン
メネット
コメット
ゲ ス ト
ビジター

合 計

23名
1名
0名
0名
0名

24名

ニコニコ

フ ァ ンド

メ
ン
メ ネット
コ メット
ゲ ス ト
ビ ジター

24名
4名
2名
0名
5名

前 月 累 計 22000円
ﾒﾈ ｯﾄ例会 13100円
ﾒﾈ ｯﾄ会へ -13100円

合

49名

累 計

計

22000円

野
カ

合

菜
レ

計

夏
ー

18000円
5400円

23400円

YMCAリトセンワーク 9月7日(日)
書記 市橋 清太郎

毎年恒例の秋のワークです。いつも天気が悪いこと
が多いのですが、今年は何とか天気は持ちました。多
くのクラブは野外の草刈等がメインなのですが、ウエ
ストは女性メンバーが多いので、今年もロッジと宿泊
棟の清掃担当です。リトセンの辺りは気候的に湿度が
高いのですが、ロッジは特に風通しが悪く、ジメジメ
した感じです。押入れから全ての布団をとりだすと、
布団は何となくジメ～、初夏のワークで設置された使
い捨ての除湿材はあふれんばかりの水分を吸収してい
ます。毎回同じ事なので、これはイカンな～と言って
いただけだったので、今年はYMCAにしっかり改善要望
を伝えました！
床も窓も水周りもきれいさっぱりして、ワーク終了
しました！
参加メンバーは岩本Yサ委員長と立山、河合、中原、
野田、市橋の6名でした。委員長と三役とベテランのみ．．．
次回はフレッシュなメンバーの参加を期待します！

ら始まりました。背の高いものでは1ｍ以上でグローバ
ルクラブ赤松ワイズの手助けを頂き、前半は市橋書記・
後半は加藤副会長で二台の草刈り機がフル活動しまし
た。他のメンバーは竹に絡まっているツル状の雑草の
伐採班と、焚き火班にそれぞれ別れてのワークとなり
ました。終了時間迄には、ほぼ雑草は刈終わりました。
それらは集めず乾燥のためその場に放置状態でのこし
ました、やっぱり機械の威力は素晴らしく、もう１台
草刈り機を購入しては・・・と言うう声も、あったり・
無かったりの検討事項となりました。良い天気だった
のですが、やはり暑かった！！。参加メンバー皆様、
東前様 グローバルクラブ赤松様お疲れさまでした。
参加メンバー
加藤・市橋・炭谷・森田・福田・市橋jr・佐治・安田・
塚本（二日酔いで欠席）（敬称略）

京都部部会報告 9月14日（日）
副会長 加藤 秀行
第一例会兼役員会 9月11日(木)
EMC/ドライバー委員 吉川

忠

9月11日に、京都YMCA三条にて通算740回例会が開催
されました。出席者は23名でした。
各委員会より報告があり、参加できていない行事に
も時間があれば参加してみたくなるような楽しい活動
が沢山ある事がわかりました。
それになんと言っても、ウエストの35周年行事や、
エルマークロウ賞受賞記念祝賀会が控えておりメンバー
がとても熱く考え、たくさんの人を呼び大成功するた
めに活動したり、さすがに人のためにボランティアを
する、すばらしい団体だと嬉しくなりました。
これからは、できるだけ参加して、少しでもウエス
トの活動を理解し楽しめるように頑張りたくなるよう
な引き締まったすばらしい例会でした。

竹林ワーク報告 9月13日（土）
竹林PT委員長 安田 繁治
今日のワークは金澤期で初のワークとなりました。
天気ももうすっかり、初秋を思わせる様な良い天気に
恵まれ、延べ3ヶ月ぶりのワークは、やはり雑草刈りか

雨の影響も殆どなくなった9月15日、ＡＮＡクラウン
プラザホテル
にて京都部会が開催されました。（参加者は500名弱》
ホストクラブはトゥービークラブの方々でした。運営
大変ご苦労様でした。
京都部部長の挨拶が始まり、開会点鐘が後になるハプ
ニングがありましたが今回のメインテーマである「行
雲流水」の画面が流れスタートしました。常に雲も川
の流れも一処にとどまらず、物事に執着せず、淡々と
して自然の成り行きに任せて行動をすることのたとえ。
プログラムは進み京都ＹＭＣＡ理事長より125周年のご
支援とリトセンの橋の改修の寄付要請がありました。
次に表彰式があり我がクラブの桂直前部長が栄えある
エルマークロウ賞を大拍手の中受賞されました。
10月の26日（日）に祝う会が開催されます。メモリ
アルアワーではこの1年間4名のワイズが天に召されま
した。若い方が多く惜しまれます。その後バナーセレ
モニーに移りましたが紹介がなく行き成り始まったの
で戸惑いましたが金澤会長の登場に熱い拍手が送られ、
又さすがにポーズも決まっていました。食前の感謝の
後、食事タイムになり今回のメニューは中華料理であ
り料理と共においしい紹興酒を頂きました。途中、各

クラブの記念例会のアピールがあり、トップスクラブ20
周年記念例会（来年4月5日）のアピールに11月13日のオー
プン役員会時に来られます。
閉会点鐘の後、部会は8時30分閉会となりましたが来年は
京都クラブのホストで11月1日（日）ホテルオークラにて
開催される予定です。ウエストクラブの参加者は16名で
した。来年はクラブ歴の浅い方も是非参加しましょう。
ウエストの皆様お疲れさんでした。
ウエスト35周年記念プロジェクトチーム会議
9月17日（水）京・泰山木
記念誌編集長 中原 一晃

３５周年記念に関しての会議。今回は毎年恒例、ウエ
ストホストで回ってきた三クラブ合同新年例会の１部に
て記念式典を行い、来客もDBC・地域奉仕先のみにお知ら
せし他の方にはお詫び文でお知らせすることになった。
４０周年記念例会は盛大に開催を予定。金澤会長作成の
ご参加、お断り文面の確認、中原担当の記念誌の割付確
認を行い、式典一連の流れの再チェックと担当の確認を
終え閉会となった。次回開催は10/27（月）と決定。塚本・
金澤・野田・加藤・林・山田・河合・中原 参加

びわこ部部会(一人参加交流)報告 9月21日（日）
交流委員 草野 功一

秋晴れの昼下がり、大津プリンスホテルで開催された
びわこ部部会に（クラブを代表して？）参加した。
式典後の記念講演「まるごと地域防災」では、松田曜子・
関西学院大学特任准教授から、新旧住民が混在する地域
における防災・災害復興とボランティアの関わり方につ
いて、自身の実践例を踏まえた示唆に富む話しを聴くこ
とができた。
懇親会は、小学生らグループが地元に伝わる「仰木太
鼓」をバチ折れのハプニングもものともしない熱演で幕
を開けた。
京都部からは、１１クラブ約３０名のメン、メネが参加
していたが、パレスメンバーを中心としたアジア地域大
会のアピールを、京都部部会時とは異なり、我らが島田
委員長の映像雄姿を含めて、特等席でじっくりと観賞？
できた。また、周りは全員京都部内他クラブメンバーで
あるテーブルでは、ニューメンバーらと懇親し、意外な
機縁にも遭遇した。
部会ホストの大津クラブは、メンバーが会長・Ｙ理事
長、部長、実行委員長及び部会司会者という少人数のク
ラブであるが、林俊博部長のお膝元である高島市を拠点
として、懸案の琵琶湖ネックレス構想スタートの息吹を
感じられた。
第二例会(メネット例会)報告 9月26日（木）
メネット 立山 益子

ロイヤルホテル＆スパにてメネット例会が行われまし
た。年に一度のメネット例会なので、司会は福田メネッ
ト、メネットソング斉唱、食前のひとことも野田メネッ
ト、ゲストも西村メネット主任・国松メネット主査・他
クラブのメネットさんとメネット色の例会でした。
西村メネット主任から今期のメネット事業 希少難病者
支援について伺いました。国指定外の希少難病が5000～7
000あると聞き驚きました。少しでも支援ができたらなと
思いました。
食後は金澤会長が講師に変身して、「綺麗と健康をあな
たの手！！」と題し、「脳トレ」から始まりました。
「脳トレ」で冷や汗が出始めました。肩こり予防やスト
レッチ・筋トレと金澤会長が実演をしながら教えてくだ
さるので、とてもよくわかりました。教えて頂いたこと
を続けることが「綺麗と健康を手」にできるのだと思い
ました。
今回のニコニコはメネット事業に献金させて頂きました。
金澤会長・ウエストクラブのみなさま、ありがとうござ
いました。

京都YMCA福知山豪雨災害支援
ボランティアワークに参加して
ドライバー委員長 河合久美子
8月23日（土）京都YMCAの募集による福知山豪雨災害支
援のボランティアバスに乗せてもらいワークに参加しま
した。ボランティアビューロ委員会の企画により、8月23
日・24日の二日間、YMCAバスが運行されたうちの初日で、
この日は一般参加者、ワイズメンを合わせ約20名の参加
者でした。三段池公園のボランティアセンターに立ち寄っ
た後、土砂被害の酷かった個人のお宅に派遣されること
となりましたが、私を含む３名のワイズメンは、別行動
として福知山YMCA会館周辺に割り振っていただき、福知
山クラブ堀会長とともに、土砂清掃を中心にワークを行
いました。会館内部には幸いにも浸水被害は無かったよ
うでしたが、会館前の弘法川の水が黄土色に変わり、建
物のすぐ脇まで土が堆積していて、粘着性があり悪臭を
放っている状態です。スコップで地道に土を掬い取る作
業を行い、終了後は他の参加者と合流し帰路に就きまし
た。自然の残した威力の凄まじさを感じ、被災地の一刻
も早い復旧を祈るとともに、タイムリーに支援を計画さ
れ、実行されるYMCAの働きは意義深いと感じた一日でし
た。

ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ
☆ 金澤期９月役員会☆ （9/11）
司会：市橋書記

１．京都ＹＭＣＡ国際協力キャンペーン
＜報告事項＞

今年も１０月１日～１１月末の期間を京都ＹＭＣＡ国

1.8月16～17日 東京ひがしクラブ水掛祭について報告

際協力キャンペーンとして国際協力募金を行います ※

2.8/21 大阪西クラブ納涼例会の報告

国際協力街頭募金のお知らせ

3.8/24 平安徳義会夏祭りについて報告

日時

２０１４年１１月２日（日）午前１０時～

4.8/28 納涼例会についての報告

２．ウインタープログラム受付開始

5.9/7

<スキーキャンプ・デイキャンプ>

6.カレーファンド(第二回)報告

受付◎会員優先

１１月６日（木）～

7.ポテトファンド進捗報告

電話(０７５)２３１－４３８８

8.アジア大会準備委員会(エクスカーション担当)進捗報告

詳しくは http：//www.kyotoymca.or.jp

9.35周年PT委員会進捗報告

<鉄棒・とびばこが好きなる教室>
受付

YMCAリトセン秋のワークの報告

10.桂京都部直前部長のエルマークロウ賞受賞記念祝会につい

１１月４日（火)午前１０時より

て進捗報告

ウエルネスセンター 電話０７５-２５５-４７０９

３.

リトリートセンターオータムフェスタ

11.10/17～19 DBC･IBC交流 十勝クラブ訪問旅行について
12.9月第二例会(メネット例会)アピール

日時

１１月２３日(日・祝)

13.ウエストユニフォームの進捗報告

場所

京都ＹＭＣＡリトリートセンター

14.各事業委員会報告

入場料

中学生以上2000円・小学生1000円

チケットのお求め・お問い合わせは

＜協議事項＞

京都ＹＭＣＡ

電話(０７５)２３１－４３８８まで

1.ワイズデー舞鶴YMCA街頭募金計画について
11/2国際協力募金当日、舞鶴にてＹをｻﾎﾟｰﾄする募金活動を行
う。徳義会や福知山Ｙへも参加の呼び掛けを行う。Ｙｻで西日

10月

ＨａｐｐｙＢｉｒｔｄａｙ
鈴木けいこ メネット 6日
立山 益子 メネット10日
塚本 由美 メネット30日
10月 ＨａｐｐｙＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ
加藤秀行・晶実、松本忠正・純子ご夫妻

本区に資金援助申請を行う。下見を阿部主事と角谷Ｙの車にて
数名で行う。道路使用許可申請は阿部主事、ﾁﾗｼ広報はＹとﾜｲｽﾞ
のものを用いる。
2.ウエスト35周年記念アクトの件
特別会計から50万円程度拠出可能と考える。記念誌分30万円、
ｱｸﾄ分20万円。舞鶴Ｙに対するｱｸﾄについては、桜orもみの木の
植樹を考えている。

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。

3.10月十勝クラブ訪問と来年4月台北DTクラブ訪問の旅費補助
について→ 議案へ
4.アジア大会準備委員会(エクスカーション担当)の活動補助に

２０１４年１０月スケジュール
ついて→ 議案へ
ＹＭＣＡ関係

10/2

木

三役会

19:00

京都YMCA

10/9

木

役員会(第一例会

19:00

京都YMCA

10/4,5

エイズ文化フォーラム

11/2 国際協力募金、11/3学園祭

10/11

土

竹林ワーク

9:00

西山竹林

十勝クラブ

後報

十勝 他

例会

19:00

ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ&ｽﾊ

広島Yがﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ取り纏め、豪雨災害復興支援募金が始まる。
京都Y 125周年募金は、個人12､500円、法人30,000円。

10/17-19 金～

ﾕｰｽｽﾎﾟｰﾂ大会→個人的に賛同する人があれば協力。

10/23

木

＜役員会議案＞ 議長金澤会長

10/25

土

ポテトワーク

後報

後報

10/26

日

ｴﾙﾏｰｸﾛｳ賞祝会

後報

ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ&ｽﾊﾟ

議案１

ワイズデーの京都ウエスト独自企画として、舞鶴YMCA

国際福祉専門学校の視察と舞鶴でYMCA協力募金を行い、西日本
区Yサ事業支援金の事業費補助申請を行う。→承認
議案2
交流事業10月IBC・DBC締結準備の十勝クラブ訪問旅行
のを旅費補助 2万円/一人、2015年4月IBC台北ダウンタウンク

２０１４年１１月スケジュール
11/2

日 ワイズデーin舞鶴

9:00

舞鶴
ラブ訪問旅行の旅費補助

11/6

木

三役会

19:00

京都YMCA

11/8

土

竹林ワーク

9:00

西山竹林

11/13

木

役員会(第一例会

19:00

京都YMCA

3万円/一人とし、ファンド積立金

より特別会計予算(本会計とは別枠)を組む。→承認
議案3
アジア大会エクスカーション実行委員会(島田委員長)
の活動補助として、特別会計から2万円拠出する。使途、分割
方法については島田委員長に一任する。→ 承認
＜総会 議案＞議長 塚本直前会長

11/16

日

みやこまつり

11/23

日 オータムフェスタ

11/27

日

後報

西院中学

後報

リトセン

19：00

ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ&ｽﾊﾟ

出席者25名(22名+委任状3通)/29名中
議案１

第二例会

34期会計報告について→承認

