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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

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～

ワイズデーを広報して、ワイズメンズクラブの
認知度を高めましょう。
加藤信一 広報・情報委員長

今 月 の 聖 句
わたした見えるものではなく、見えないものに、
目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見
えないものは永遠に存続するからです。
コリントの信徒への手紙二 第4章18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

Naturally
記

会長主題
～原点 を見つめ 直し自分ら しさを～
会 計

アジア大会準備について

角谷多喜治

アジア大会EX委員長 島 田 博 司

5月初めにアジア大会エクスカーション委員長を仰せつかり、ようや
くこの原稿が皆様の手元に届くころには、少しひと段落している頃で
しょうか？。 と言いますのも京都で開催されるアジア大会エクスカー
ションのプランが、アジア大会実行委員会（以下HCC委員会）で承認さ
れるのが10月であることから、8月にはおおかたのエクスカーションプ
ランを決定しておかないと、自分なりに工程を考えたときに「これは
忙しくなるぞ」と正直あせりました。そして自クラブの安平ワイズ・
茂山ワイズにお手伝いいただき、早速エクスカーション執行部委員会
なるものを立ち上げ、みやびクラブの前ワイズ、洛中クラブの西村ワ
イズにもお手伝いをお願いし、5名で委員会がスタートしました。
何もないところからのスタートでしたので、まずエクスカーション
という言葉が私には聞き慣れず、得意のヤフーで検索したところ…。 エクスカーションは訪れた場所で案内人の解
説に耳を傾けながら参加者も意見を交わし、地域の自然や歴史、文化など専門家の解説を聞くと共に参加者も現地で
の体験や議論をおこなう「体験型の見学会」である。とありこれから決めていくプランの方向性みたいなものをその
文章から感じました。それから月2回の委員会を開催し、5名だけではなくそれぞれWRMのクラブ会長、クラブ三役さ
んや担当の方々が委員会に参加していただき、会議を重ね9月のHCC委員会で以下7つのプランを提案し10月の委員会
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日本の夏祭り「縁日」と京菓子作りとお茶体験
世界遺産・宇治平等院鳳凰堂と宇治茶体験の旅
世界遺産・嵐山天龍寺とトロッコ列車の旅
世界遺産・比叡山延暦寺と座禅体験の旅
京都の伝統芸能「能」観劇
京都 酒どころ伏見で利き酒と龍馬ゆかりの船宿｢寺田
屋｣への旅
京都 岡崎ぶらり自由散策
当初検索からスタートし、方向性を考えたころに思っ
た「体験型の見学会」からぶれることなく7つのプランが
出来上がったと思います。これもお手伝いいただいた皆
さんのおかげだと感謝しています。この文章を書きなが
ら初めにひと段落と申しましたが、あれもしなあかんこ
れもしなあかんといろんなことが頭に浮かんできました。
（汗） クラブの皆様にはこれからいろいろとお手伝い
のことでお願いすることが多々あるかと思いますが、快
くお受け下さいますこと最後にお願いいたします。

れまして、順調に燃やすこ
とが出来ました。
彼が一から木で囲いを作っ
て、起こされていたのを、
しっかり見させて頂いてお
りましたので、今度は一人
でもしっかり最後まで、火
を絶やすことなくやってみようと思いました。
これから、竹林ワークをどの方向に導いていくかは、
いろいろな意見は出ていますが、これといってまだ決まっ
ておりません。でも、毎年タケノコが少しでも多く取れ
るように、最低限の整備活動をして、皆さんをお招きし
て、喜んで頂けるようにしたいという考えは変わりませ
ん。もうひとつ、工夫を考えたのは、草刈りは定期的で
はなく、生えない時期はやる必要はないので、季節によっ
て刈り込もうと決まりました。ご参加いただいた方々、
お疲れ様でした。来年は皆さんの案を頂いて、違った企
画を提案させていただきたいと思います。

第一例会（オープン役員会）報告
10月 9日（木）交流委員 草野功一

９日（木）、金澤会長の点鐘及び元気一杯のダンス活
動成果報告を交えた挨拶により開会し、過９月の行事参
加報告及びこれからの盛り沢山なスケジュール、ＰＴ進
捗状況等１７項目を超える報告があり、メンバーには、
精選選択したうえの積極的な行事参加が呼びかけられた。
四半期ＥＭＣ（出席率）報告があり（⑦96％、⑧・⑨100
％）、メーキャップの活用による出席率100％の維持推進
がアピールされた。 今回協議事項はなかったが、メネッ
ト例会時の献金先である稀少難病者支援活動団体の対処
法や来年度かぼちゃファンド代金額アップの課題が提起
された。 使用済み切手切りの実践タイムが設けられ、
切手切り作業未経験のニューメンバーに対するアドバイ
スと今後のＢＦ切手ファンド事業への対応を考える好機
であったが、対象メンバーの欠席が多く、緊張感に欠け
る面の見られたことは惜しまれる。
それでも、市橋書記の手慣れた進行により、出席者全
員に一言以上の発言の機会が与えられたうえ、定刻前ス
ムーズに終了した。
出席メンバー２０名、メネット２名、ゲスト１名（桂ワ
イズ紹介澤田氏、次回例会にも出席予定の由）。

竹林ワーク報告 10月11日（土）
地域奉仕・環境委員長 福田英生

ここに来て、竹林ワークの実施も2カ月連続で天気に恵
まれ、実施されていますか、なにぶんメンバーの参加率
が低くなっているのは否めません。今回の参加は加藤ワ
イズ、市橋ワイズ、東前さん、グローバルクラブの赤松
さんと福田のみの合計5人で活動をいたしました。
焼却班は、周辺に残っていた枯れた竹林を処分するこ
とになりました。私一人では、相変わらず火の勢いがな
かなかつかなくて、後から市橋ワイズが点検しに来てく

部長公式訪問例会 10月28日（木）
EMC・ドライバー委員 桂厚子
10月例会は部長御一行を迎え、澤田長利（入会予定）
ゲストも参加されて、部長公式訪問例会が持たれた。部
長訪問には、ピシッとお迎えするという金澤会長の強い
お気持ちがあって、全員ダークスーツ着用し緊張感ある
例会の始まりとなった。残念ながら畑本部長はお怪我を
されて、代理で古田書記が京都部の現状とＹＭＣＡが、
125周年を迎える為、記念行事参加と寄付の依頼について
おはなしされた。続いて国松メネット主査が、メネット
会をもっと活発にして行きたい。
メンの協力も御お願いしたい旨お話された。来年1月24
日ＡＮＡホテルにて、キムタクのお母様（ｷﾑﾗﾏｻｺ様）の
講演を企画されている事でたくさんの方に来てほしいと
熱く語られた。
最後は倉田広報主査が、思いがけない程のスピーチ時
間40分もあって感激ですと、前置きされてお話をいただ
いた。今西日本区では広報主査がなくなっているが、京
都部ではそれを見越して2年前から、ＰＲ委員会をやって
いる。フェスブックも利用し京都部のＨ.Ｐにバナーを貼
り付けて利用していただきたい。とお話しいただき、そ
の後二次会もホテル一階のバーにて和やかに行われた。

台北ダウンタウンと十勝との初交流報告
10月17日（金） 交流委員 森田惠三

台北ダウンタウンと十勝との初交流報告
10月18日（金）Yｻ・ﾕｰｽ委員長 岩本敬子

１８日朝は昨日の雨も傘がいらない程度におさまり、十
勝クラブ山田会長と台北ダウンタウン、ウエストメンバー
は、ホテル前の然別湖遊覧観光に向かいました。ほぼ貸切
状態の中､台北ダウンタウンのメンバーは、写真撮影で船
内は賑やかでした。然別湖を後に山を下り、途中の扇ｹ原
展望台にて、中原ワイズの空撮（第一弾）プロペラ機が登
場です。ここでも全員盛り上がりです！ランチ後、柳月の
菓子工場見学そして帯広競馬場
へ。この日はフードバレーとか
ちフェステバル2014が開催中と
いう事もあり、多くの人でした。
私たちは、ばんえい競馬をちょっ
十勝クラブと台北DTクラブとのＩＢＣ縁組の仲人役となっ と堪能する為、馬券の買い方を
たわがクラブの一行６名（森田・草野・中原・加藤・桂・ 教えて頂き、数人が馬券を購入。
岩本）は、ポテトワークの現場見学を兼ねて１０月１６日 ２戦を試み、林瑞香会長含めて2，3名が大当たり。なかな
から１９日の４日間秋冷深まる北海道旅行を楽しみました。 か経験できないと大喜びでした。そして、本日の例会会場
２月頃から台北DTクラブの希望に沿うブラザークラブの選 及び宿泊先であるホテル日航ノースランド帯広に１６時す
定の結果、十勝クラブを最適なクラブとして推奨し、まず ぎに到着。時間があったので、桂ワイズと二人で、近くの
は両クラブ相互に初訪問プログラムを組むことを勧め、今 モール温泉に入湯しました。いよいよ、１９時。
３クラブ合同交流例会が、十勝クラブ渡辺ワイズ司会進
回の十勝訪問が実現したのでした。
一行に先立ち１６日夕刻５時過ぎ、帯広駅前のＪＴＢへ 行で、開催されました。山田会長の挨拶で、十勝クラブメ
立ち寄って旅行手配書を受け取り、ドーミーイン帯広に投 ンバー全員１５名が揃う事が滅多になく、この日を迎える
宿。７時過ぎからホテル近くの居酒屋にて、十勝クラブの ことが出来た喜びを伝え、IBC に関しては前向きではある
山田敏明会長・渡辺喜代美交流委員長らクラブの中核とし が、ゆっくり事を進めていきたいと述べていました。続い
て活躍する旧知の友に囲まれて、行程について種々打ち合 て、台北林瑞香会長挨拶では、4月18日の40周年のアピー
わせをしました。何分にも十勝の皆さんは、ＩＢＣ初交流 ルを兼ねて、十勝クラブとの交流IBC締結を心熱く語って
で不慣れなため台北DT会員との接触の仕方に不安な感じだっ おられました。そして、ウエスト会長の挨拶は、中原交流
たので、「大丈夫！メモ用紙とペンがあれば漢字会話でＯ
Ｋ」と励ましました。
翌日は、何しろ広い北海道のことゆえ移動に３時間も掛
かって、帯広から旭川空港まで山田・渡辺ワイズに同行し
て台北DTクラブ の一行を出迎えたあと昼食。楽しみにし
ておられただろう旭山動物園は時間がなく、また雨天でも
あって残念ながら中止しました。なおまた、３時間をかけ
て、ようやく然別湖畔「福屋」にたどりついたのは６時を
過ぎていました。
初交流の経過と成果については、別掲の岩本ワイズの報
委員長が代読されました。その後
告記事と十勝クラブ山田会長・台北DTクラブLiaoIBC委員
プレゼントの交換と懇親会と進み、
長からの礼状をもって代えることといたします。
増中ワイズと高田ワイズによるビ
ンゴゲームが始まりました。ビンゴで当たった方より、ニ
コニコをもらう役目は何故か岩本。ほぼ全員から徴収し、
35,000円を、帯広YMCA越智主事に手渡し、日本同盟を通し
て広島YMCA に災害募金に送られるとの事でした。閉会挨
拶では、森田ワイズが、まず十勝クラブ向けに国際交流の
大切さを伝え、その後英語による挨拶をされました。ダウ
ンタウンの皆さんはこの３日間カラオケがありませんでし
た！例会終了後、ダウンタウンメンバーは部屋で飲み会。
ウエストは、十勝クラブ行きつけの「寿し政」にて十勝メ
ンバーと交流！
翌朝は、昨日池田ワイズのメネットが
撮った例会写真をA４2枚でまとめた記念写真をダウンタウ

ンとウエストの参加者全員に配っていただきました。
台北ダウンタウンメンバーはトマムへと。私たちはバス
を見送り後、山田会長と山下ワイズの車に便乗させてい
ただき、まず会長の山田牧場へ。ちょうど、カボチャの
箱詰め作業中で、丁寧な手作業を見て来ました。又乳牛
見学もしました。その後、中村ワイズの農場でのバーベ
キューを堪能。YMCAの方々の準備ありがとうございまし
た。そして、空撮第二弾が始まりました。途中で大竹ワ
イズが同席し、列車に間に合うよう帯広駅迄送っていた
だきお別れ。十勝のワイズの皆様には多大なるおもてな
しで接して頂き本当にお世話になりました。そして、北
海道十勝はやはり広い。青い空。ずーっと続く道路。温
泉豊富。綺麗な空気。人が良い。今後、ファンド委員会
でポテト産地見学を数年に1度くらいは計画し、メンバー
に直接見てもらえたらと思いました。（空撮はHP）

iPS細胞（山中教授）研究所訪問報告
10月3日（金）直前会長 塚本勝己

安部主事にお願いして、10月5日、下見ツアーを開催いた
しました。
阿部主事、メンバー、総勢６名で京都を出発、舞鶴到着
後、名物の肉じゃが定食をいただき、まず西舞駅と商店
街を散策。西舞鶴商店街は昭和の時代を思い出させるレ
トロな雰囲気ですが、なぜか休日にも関わらず人通りが
なくシャッターが閉まっていました。その後東舞鶴へ移
動し駅付近を散策し、専門学校へ向かいました。専門学
校は、海のすぐ近くの素敵なロケーションでした。隣に
はお洒落なフレンチのレストランがオープンします。きっ
と専門学校を訪れるワイズメンの憩いの場所になるでしょ
う。そして、近くのまいづるベイを散策、地元の中学生
が笑顔で「こんにちは！」と挨拶してくれたのがとても
印象的で、舞鶴の人々の優しさを感じました。
その後、赤レンガを見学して帰途に着きました。舞鶴で
は、若い人の人口の流出が問題になっているようです。
ＹＭＣＡ国際専門学校の開校により街が活性化すること
を願いたいです。11月2日の募金活動では、舞鶴の人々に
笑顔と元気を送ることができればいいな、と思いました。

参加者 阿部主事、角谷会計、福田ＣＳ委員長、岩本Ｙ
サ委員長、河合ワイズ、牧野ワイズ

１０月３日１７時から小雨の降る中、ｉＰＳ細胞研究
所訪問に行ってまいりました！メンバーは桂ワイズ、牧
野ワイズ、市橋ワイズ、福田メネットと塚本の５人です。
研究室は京大病院最南端エリアの東側、１Ｆは自由に出
入り出来るようです。まずは、１Ｆの会議室らしき部屋
に通されｉＰＳ細胞とはなんだ？というレクチャーを受
け、ワイズメンバーも合わせ約４０人程度の受講者がお
られ、皆真剣に話を聞いておりました。一通りの説明が
終わり最後の質疑応答ではかなりの質問攻め！ｉＰＳ細
胞の関心度がここでも伺う事ができた様です。
次に施設内の見学に入り、ここでも皆真剣に施設を見
学し、普段では経験の出来ない事、見れない設備を見せ
て頂く事ができ感動しながら終わる事ができました。
帰りに福田メネットだけが山中教授を発見した事に少
しジェラシーを感じた一日でした。

ワイズデー舞鶴街頭募金下見ツアー報告
10月5日（日）地域奉仕・環境委員 牧野万里子

11月2日はワイズデーです。今期は京都部より、ワイズ
デーは各クラブで独自の活発な活動を行ってほしい、と
の要望がありました。ウエストクラブでは、ウエスト３
５周年＆京都ＹＭＣＡ１２５周年を記念して、ＹＭＣＡ
国際専門学校が開校する舞鶴の地で、街頭募金を行いな
がら、ワイズメンズクラブの日頃の活動をアピールする
ことになりました。舞鶴の何処で募金活動を行えばいい
のかなど、メンバーは舞鶴のことはほとんど判らず、

プリンス・グローバル・ウェルクラブ合同例会報告
10月15日（水）書記 野田泰伸

１０月１５日（水）京都
平安ホテルに於いて、京
都プリンスクラブ・京都
グローバルクラブ・京都
ウェルクラブの３クラブ
合同例会が開催され、金
澤会長、野田書記の２名
で参加しました。
京都ウェルクラブ中村隆司ワイズの司会で例会が進行
されました。３クラブ会長による開会点鐘のあと２４名
のビジター・ゲスト紹介がありました。
会長挨拶のあと３クラブ会長によるミニバナー交換が
あり、辻中連絡主事による食前感謝で楽しく食事タイム。
京都トップスクラブ２０周年記念例会と、国松メネット
主査からは京都部合同メネット会のアピールがありまし
た。次は京都府警察本部の辻 健様の講演でテーマは
「薬物乱用の危険性について」～危険ドラッグの実態に
ついて～を聞きました。まずは経歴の説明でパトカー乗
務から始り、生活安全を経て、自分ではあまり望まない
薬物乱用防止対策に携わり始め、現在の広報啓発活動を
展開され講演活動に忙しくされています。近頃「脱法ド

ラッグ」を使用しての自動車事故が頻繁に起こってます。
脱法ドラッグは覚醒剤や大麻の化学構造の一部を変えて法
規制を逃れる薬物で脱法ハーブやお香として普通に売られ
ています。合法ドラッグ等と称する危険な薬物が販売され
ています。使用すると呼吸困難を起こしたり死亡したり、
また異常行動を起こし他人に危害を与えることもあるそう
です。警察がいくら摘発してもまた新しい販売店が出来る
というのが現状だそうです。
なぜこのようなものに手を出してしまうのか理解できませ
んが、「１回だけなら・・・」が恐ろしい悪循環につなが
るそうです。また我が国においては乱用者層の低年齢化が
懸念されているそうです。日本の将来を背負う若者を守る
ためにも薬物乱用の防止に関する普及運動が大切な事だと
感じました。
例会終了後は京都ブライトンホテルにて二次会が設けられ、
辻 健警部補と隣の席で愉快に飲ませていただきました。

ポテトワーク報告
10月25日（土）ファンド委員長

当クラブのメンバーも
日頃、各々の仕事に謀殺
され、クラブ運営もまま
ならない状態ですが、と
かち帯広YMCAを通して、
十勝の地域に奉仕するク
ラブを目指し、また心の
余裕を作る為にも、このI
BCは。取り進める所存で
す。今後、メンバー相互の理解を徐々に進め、来年の4月に
は、良い答えが出来る様、頑張りたいと思います。その際
は、IBC の弟分として、いろいろご指導頂けます様、よろ
しくお願いします。最後になりますが、このような貴重な
体験をご指導頂きました、最も尊敬する森田恵三ワイズに
感謝申し上げ、また金澤典子会長、 中原一晃IBC委員長 に
も感謝申し上げます。是非、京都ウエストクラブの皆様に
も、よろしくお伝えください。 今後ともよろしくお願い
します。

茂山智広

１０月２５日朝８時、久御山町の丸進運輸にて今年もポ
テトワークが始まりました。まず最初の積み込みは島田ワ
イズ号、続いてご厚意で駆けつけてくださった松本ワイズ
号が、塚本直前会長と共に満載の荷物で発車致しました。
今年は東稜クラブさんと合同ということもあり、現場は
多少混雑致しましたが、おおむね順調に作業できたと感じ
ました。昼前から一気に気温が上がり、皆さん汗だくで作
業をしていただきまして、新米委員長としては誠に頭の下
がる思いでした。午後３時過ぎに最後の便が出発し、その
後全員撤収。事故やけがもな
く、誤配のトラブルはありま
したがそれも翌日には解決し、
無事に今年のワークを終える
ことが出来ました。ご参加の
皆さん本当にお疲れさまでし
た。ありがとうございました。

LiaoIBC 委員長からの礼状
台北DT クラブLI会長

北海道旅行に参加した台北DT クラブのメン・メネットが
満足と感謝を抱いて無事に帰国したことを皆様にお伝えで
きることをうれしく思います。今回の会合を成功させるた
めにご努力をいただいたことに対し感謝いたします。この
ことは参加者全員にとって大変よい思い出になりました。
私たちは必ずあなた方の温かいおもてなしについて他の
会員に広げ伝えます。私たちの未来につながるIBC関係のす
ばらしいスタートとなったと確信しています。
. LiaoIBC 委員長は「この関係は共通理解と規則的な相互
訪問によってより強まる」と言っております。それはあな
た方のおもてなしにお返しすることを繰りかえすことであ
り、私たちはいつか近いうちに台北へお越しいただくよう、
心から京都ウエストと十勝クラブのメン・メネット方をお
招きしたく思っています。
(訳・森田)

IBC・DBC交流の礼文
十勝ワイズメンズクラブ 会長 山田敏明

いつもお世話になります。今回のIBC交流の行事、
ありがとうございました。台北ダウンタウンの方々にとっ
て、素晴らしい旅程になったかは分かりませんが、私たち
も初めての経験だったので、これで許して頂きたいと思い
ます。ワイズにとって、国際性を持つことは、とても大事
です。是非、この体験を活かして、クラブ運営を活発にし
たいと思います。旭山動物園動物園に行けなかったり、ま
た小樽へも行きたかったようですが、次回のお楽しみにさ
せて頂きたく思います。また、もっと行き届いたホスピタ
リティーをするためにも、十勝を中心とした旅程にし、
例えば、よつ葉乳業の工場見学、中村農場のバーベキュー、
山本メン指導の蕎麦打ち体験など、工夫を凝らしたプログ
ラムを企画したいと思います。次回は、台北ダウンタウン
のメンバーの顔を思い浮かべながら、考えれると思います。

トップスクラブ２００人例会報告
１０月8日（木）EMC・ドライバー委員 桂

厚子

夕刻ウエステイン都ホテルに急ぐ夕闇の道すがら、煌々
と照る月に忍び寄るように皆既月食が始まっていました。
密かに舞田会長の挨拶が終われば、後ろから抜け出して外
へ確認しに行きたかったのですが、あいにく舞田会長の隣
席で180人の一番前という場所でした。 残念！松本西日本

区理事、遠藤次期理事、京都部各クラブ、大阪河内、四
日市、名古屋、長浜、大阪西、大阪サウス、大阪土佐堀、
各クラブから55人。驚いたのがメンバーゲストが81人来
られているとか、、数はやはり力として認識してしまい
ます。開会点鐘から舞田会長の挨拶は81人に向かって、
今までにない今日の例会をやったのは皆様に仲間になっ
て欲しいので企画しました。一期一会です。というスピー
チだった。山田主事の食前の祈りそして食事まで粛々と
進み、いよいよお楽しみ演芸大会、黒装束は竜の刺繍に
中国風の出で立ち、変面相は布の顔が何か横見たり振っ
たりした途端、覆面が黄、赤、緑、黒と変わるのだが、
その瞬間が見極める事出来なかった。これも中国とアロ
ハシャツでしゃべくりの芸人さんの登場。観客を呼び込
んでの盛り上がり、ゲストの女性に催眠をかけた上でビー
ルのジョッキを持たせその姿を隠し．三つ数えるとジョッ
キが空になっている、そのゲストのかかったふりがうま
くて大笑い。最後に新山ワイズの催眠のかかる演技に恥
じらってか、演出はグチャグチャになって大いに沸いた。
面白かったのだ！最後のステージさえなければ、、下ネ
タばっかりがえんえん続かなかったら、よかったのに！
でも若い人に任せたので大きい目で見てくださいという
言葉があった。
ニコニコの時のスピーチ：他部のメンバー：すごいで
す！こんなに活気のある例会初めてです。：舞田会長：
私自身いや今日は一番びっくりしています。：船木前部
長：81人のゲストはこれが現在のトップスの力です次回
6人の入会式をします。：金澤会長がわざわざエルマ賞
のご紹介をいただいた。
参加者 金澤会長、河合ドライバー委員長、桂

☆ 金澤期10月役員会☆ （10/9）
司会：市橋書記
報告事項
1 9/12 京都部交流事業懇談会

中原交流委員長

2 9/13 竹林ワーク報告と今後の予定
3 9/14 京都部部会および第2回評議会報告
4 9/21 びわこ部会の報告
5 9/25 メネット例会の報告

安田PT委員長
金澤会長
草野交流委員
福田メネット

6

9/26

7

ポテトファンド進捗報告

第一回あそぼたおそ会の報告

8

iPS細胞研究所見学ツアーの報告

9

ファンドオークションについて

桂EMC/Dr委員
茂山ファンド委員長

10

みやこまつりについて

11

ワイズデー舞鶴YMCA街頭募金計画について(下見報告)

12

アジア大会準備委員会(エクスカーション担当)進捗報告

福田地･環委員長

岩本Yサ委員長

茂山EX委員
13
14

35周年PT委員会進捗報告
塚本35th委員長
桂京都部直前部長のエルマークロウ賞受賞記念祝会
について進捗報告

安平PT委員長

15 第一四半期EMC報告について

立山EMC委員長

16 各事業委員会報告

各事業委員長

17 次回例会アピール

河合Dｒ委員長

11月

ＨａｐｐｙＢｉｒｔｄａｙ
中原一晃 ワイズ 9日
大西光子 ワイズ17日
島田由美子 メネット13日

11月

ＨａｐｐｙＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ
立山隆一・益子 ご夫妻 9日
大西光子・洋
ご夫妻 11日
野田泰伸・君子
ご夫婦 14日

エルマー・クロウ賞祝賀会報告
10月26日（日）会 長 金澤典子

京都ロイヤルホテルにて桂厚
子京都部直前部長のエルマー
クロウ賞祝賀会が開かれまし
た。来賓の方々、西日本区・
京都部・ＤＢＣペンタゴン・
他クラブより９７名の参加者
で会は始まりました。司会は塚本・牧野ワイズです。来
賓の皆様よりお祝いの言葉を頂き、桂ワイズよりご挨拶
です。皆様への感謝の気持ちがいっぱいのお言葉でした。
その後はクラブより花束・記念品の贈呈です。ＤＢＣ
クラブからも沢山のお土産やお言葉を頂きました。
乾杯の後の宴席では皆様からの祝福のお言葉、過去の
映像を楽しみました。私も皆様から‘さすがウエスト’
‘メンバーがすばらしい’等々・・お褒めの言葉を沢山
頂き本当に嬉しく、誇らしい気持ちでいっぱいでした。
桂ワイズにとってもウエストにとってもすばらしく名
誉な受賞、祝賀会でした。その後の２次会もカジノバー
で楽しく過ごせました。今回御参加頂いた皆様、準備を
して頂いた皆様へ感謝致します。
本当に有難うございました。

立山EMC委員長
茂山ファンド委員長

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。

２０１４年１１月スケジュール
11/6

木

三役会

19:00

京都YMCA

11/13

木

役員会(第一例会

19:00

京都YMCA

11/8

土

竹林ワーク

9:00

長岡西山竹林

11/27

木

EMC 例会

19:00

ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ&ｽﾊ

11/16

日

みやこ祭り

9:30

西院中学

２０１４年１２月スケジュール
12/4

木

三役会

19：00

京都ＹＭＣＡ

12/11

木

役員会(第一例会

19：00

京都ＹＭＣＡ

12/13

土

竹林ワーク

9：00 長岡西山竹林

12/21

日

ｸﾘｽﾏｽ例会

19：00 ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ&ｽﾊﾟ

