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国国国国際際際際会会会会長長長長（ＩＰ） 主題 ”Talk Less, Do More”

「言葉より行動を」

アアアアジジジジアアアア地地地地域域域域会会会会長長長長 岡岡岡岡野野野野 泰泰泰泰和和和和 （大阪土佐堀）

主題 ”Start Future Now”

「未来を始めよう 、今すぐに」

西西西西日日日日本本本本区区区区理理理理事事事事 松松松松本本本本 武武武武彦彦彦彦 (大阪西）

主題 ”To walk together,echoing each other”

「響き合い、ともに歩む」

京京京京都都都都部部部部部部部部長長長長 畑畑畑畑本本本本 誠誠誠誠 (京都トゥービー）

主題 ｢行雲流水 」

～Be Y's man～

標標標標 語語語語

EMC-E YES

EはExtension（新クラブ設立）。YESは新クラブ設

立を支援する基金です。この献金で集められた資金

の2/3は、集められたエリアに戻され、エリアの中

で使われます。 河原正浩EMC事業主任

西西西西日日日日本本本本区区区区強強強強調調調調月月月月間間間間

マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさ

い。この子は自分の民を罪から救うからである。

マタイによる福音書１章２１節
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会会会会 長長長長 金金金金澤澤澤澤 典典典典子子子子

副副副副会会会会長長長長 加加加加藤藤藤藤 秀秀秀秀行行行行

書書書書 記記記記 市市市市橋橋橋橋清清清清太太太太郎郎郎郎・・・・ 野野野野田田田田泰泰泰泰伸伸伸伸

会会会会 計計計計 角角角角谷谷谷谷多多多多喜喜喜喜治治治治

第第第第３３３３５５５５代代代代

会会会会長長長長主主主主題題題題

NNNNaaaattttuuuurrrraaaallllllllyyyy

～～～～原原原原点点点点をををを見見見見つつつつめめめめ直直直直しししし自自自自分分分分ららららししししささささをををを～～～～

19名

2名

0名

0名

0名

25名

1名

0名

6名

0名

1名

前月繰越

11月例会

33000円

14000円

会 員

広義･功労

特別ﾒﾈ ｯﾄ

出席率96.4％

ﾒｲｸｱｯﾌﾟ含む

前月出席率

96.4％ 21名 33名 37000円

27名

2名

1名

30名

メメメメンンンンババババーーーー数数数数

メ ン

メネット

コメット

ゲ ス ト

ビジター

功労会員

Club Office

京都ＹＭＣＡ本館

〒604 中京区三条柳馬場角

TEL(075)231-4388

野 菜 夏

カ レ ー

オークション

東 北 支 援

18000円

5400円

33800円

36541円

70341円
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2013年度エルマークロー賞（国際賞）に京都ウエストクラブ桂厚子

直前部長が選出されました事を心よりお祝い申し上げます。

桂直前部長は受賞後しきりにおっしゃつておられました。「私の功

績じゃなく支えてくれた皆様のおかげです。私が代表して頂くだけで

す！」と、勿論、部長一人が幾ら頑張っても受賞できない。部の役員

や排出クラブのバックアップ、そして部内ワイズメンの支えあっての

受賞だと思います。しかし、桂直前部長が一年間注ぎ続けた熱い思い

と活動が無ければ誰もバックアップや支えをしてくれなかったでしょ

う。

私も2012年度に同じくエルマークロー賞を頂きました。その一報は6月中旬、お役目終了カウントダウンに入りホッ

トしていた所に受賞の内示がありました。賞を頂く事より役目が終わる喜びの方が勝っていたのがその時の心境でし

た。受賞後徐々にエルマークロー賞効果の素晴らしさを実感したのを思い出します。

その実感とは、自クラブメンバーの盛り上がりや、部役員の皆様、部内、部外のワイズメンからの笑顔での祝福を

目の当たりにし、様々な賛辞を頂くたびにこの賞の与える影響の大きさに改めて身の引き締まる思いがしました。京

都部600名の皆様と歩んだ一年の結果であり、先人たちの積み上げてきた誇りが守られ、未来へワイズダムの広がり

を繋ぐ、大げさでは有りますが、様々な意味と大きな効果が有ると思いました。特に自クラブに於いては、このクラ

ブからエルマークロー賞が出たと言う名誉と自信がさらに備わり、クラブ運営に於いても大きな影響を与える事に成
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ります。京都部や自クラブ内に多大なポジティブ効果

をもたらした事も事実です。

最後に改めまして、2013年度桂厚子京都部部長並び

にウエストクラブの皆様、エルマークロー賞受賞おめ

でとうございます。そして、多くのワイズメンに与え

たポジティブ効果に、心より感謝いたします。ありが

とうございました。Y'sly

ウェストでは、京都ＹＭＣ１２５周年を記念してＹ

ＭＣＡ国際専門学校の開校予定地舞鶴で１１月２日ワ

イズデーに街頭募金を実施しました。

過疎化が進む京都北部でバスをチヤァターしての街頭

募金に、当初不安と心配がありましたが、実施までに、

事前準備してくださった阿部主事や地域奉仕・Ｙサ委

員の方々のおかげでスムーズに運びました。

例年のことですが、今年も平安徳義会の子供達と先生

の参加は力強いです。 バスの中では、元気印の塚

本Ｙの司会でゲームを楽しみ、みんなで盛り上げまし

た。

おいし昼食を頂いた後は、西舞鶴駅、東舞鶴駅、赤

レンガ広場と三班に別れて募金活動を開始しました。

ここから福知山Ｙの方々３名も参加くださいました。

駅で、乗車される方も少ない中での活動でしたが、皆

さんビラは気持よく受け取って、募金にも協力して下

さいました。短時間のふれあいでしたが、地元の方々

の暖かさに励まされた思いがしました。

募金活動の後、赤レンガ広場に合流し、開校予定の工

事現場を外から見学しました。港近くの環境もすばら

しい所です。学校が開校し、新たな交流が街に生まれ、

活性化が進むよう期待しています。

早朝から一日皆様ご苦労さまでした。ワイズメン、

ビジター、コメット、孫メット、総数約39名の参加で

した。

1/3(祝月)京都ＹＭＣＡにて2014年度「ＹＭＣＡ祭り」

が開催されました。今年は創立１２５周年記念事業と

して、“125年のあゆみ、作ろう優しい世界”をキャッ

チフレーズで行われました。玄関前では10時のオープ

ニングを機に入場先着125名に福祉施設の手作りクッキー

をプレゼントしました。ワイズはウエストクラブを含

む4クラブ（京都、めいぷる、プリンス）が参加でした。

当クラブはここ数年続いているわらび餅販売です。終

了3時迄に何とか完売。昨年の倍ほどの個数で、売上は

11,700円となりました。隣では介護福祉学科の生徒さ

んが握りたてのおにぎり販売をし、交流をもつ工夫の

配置をされました。又１Ｆステージでは、10時～15時2

0分の間、途切れることなく行われるプログラムがあり、

来る人々を飽きさせない企画で、有意義な時間を過ご

すことが出来ました。前日の舞鶴募金と連続の日程に

もかかわらず、メンバー参加に感謝いたします。参加

者（野田、河合、安平、塚本、草野、福田、牧野、岩

本）

快晴の11月８日（土）今

日のワークは刈り取った小

枝及び葉を堆肥として竹林

に撒く作業を行い（先月に

草刈り作業は終了済）後は

十勝の山田ファーム産の

ジャガイモを味わう事とな

り、ブロックの竈に火をおこし、新聞紙とアルミホイ

ルに包んで焼き、一方では市橋ワイズ持参の蒸し器で

蒸し、塚本ワイズ持参のイカの塩辛、塩、マヨネーズ

等をトッピングして食べましたが今年の芋は色もよく

非常においしいとの評価であり皆さんに好評でした。

小間物はいつも手間を掛けます安田ワイズにお世話に

なりましたが来年も多くのワイズと楽しめたらと思い

ました。市橋ワイズの提案があり、来年は竹林の整備

もできているので５回ぐらいのワークで良いんではな

いかと提案があり、安田ＰＴ委員長に内容は考慮して

頂くことで私も同感です。参加者は安田、森田、塚本、

市橋、コメット、福田、加藤の各ワイズ、グローバル

の赤松ワイズと東前さんでした。

三条YMCAにて11月の第一例会がメンバー21名（メン

19名・メネット1名・特別メネット1名）で行われまし

た。

秋はYMCA活動が盛りだくさんで、様々な報告・案内

事項がありました。

通年と違うところは、桂直前部長のエルマークロウ賞

受賞祝賀会・舞鶴でのワイズディー街頭募金・来年の

アジア大会エクスカーション・35周年記念PTの報告が

ありました。

竹林ワーク報告 11月8日（土）

副会長 加藤 秀行

第一例会（役員会）11月13日(木)

EMC/ドライバー委員 林 正章

YMCA学園祭報告 11月3日(月)

YMCAｻｰﾋﾞｽ･ﾕｰｽ委員長 岩本 敬子

ワイズデー舞鶴街頭募金 11月2日(日)

EMC/ドライバー委員 大西 光子



また、第二例会での新メンバー「澤田長利さん」の入会

式も決まり、EMC例会でのオークションとともに楽しみが

増えました。

市橋書記のスムーズな進行・金澤会長・各事業委員長

の元気な発言のもと、滞

りなく進行し、沢山の報

告・議題がありながら定

刻の30分前に終わりまし

た。

年末の忘年会までたくさ

んの行事がありますが､

メンバーのみなさん元気

に活動していきましょう！

平成26年11月16日（日）に開催されました「みやこふ

れあい祭り」は天候に恵まれ、主催者・協力者・参加者

全員に笑顔あふれる最高の「祭り」でした。今年もウエ

スト自慢の「焼きそば」「わらび餅」は大変好評で、予

想通りの完売（焼きそば165食・わらび餅205食）となり

ました。

焼きそば名人の立山ワイズを始め、各セクション担当

者もキレのある動きで、観客？を魅了し、販促の切り札

である市橋コメットの大きな声での「焼きそば・わらび

餅いかがですか～！！」は大変頼もしい限りでした。

福田地域奉仕委員長の地道な準備と参加メンバーの息

の合った行動は、我がクラブの誇りであり、最高の一日

を過ごさせて頂きましたことに感謝。

恒例の11月23日 少し肌寒い初冬を思わせる天候の中、

今回は京都エイブルクラブ上澤ワイズの司会・進行役の

ご挨拶で始まり、14クラブの思考を凝らした屋台の協力

もふくめて、フェスタが午前11：00～から開会しました。

山々は紅葉も進んでおり、鮮やかな色彩でモミジ狩りも

楽しめました。暫くして 催しコーナーでオカリナ奏者

の鈴江先子様による演奏があり、場所と凄くマッチング

していた様に思えました。ウェストクラブは恒例のジャ

ンボ餃子・中華ポテトの出店で、フライパンで焼き・ホッ

トプレート（岩本ワイズが購入）で保温 今回はかなり

効率良く、金澤会長・塚本直前会長の呼び掛けで、老若

男女が行列状態で午後1：00過ぎには完売状態でした。そ

の後綱引き大会が開催され、人数の関係でウェスト・ウ

イング連合対キャピタルはキャピタルクラブが勝ち、予

選落ちになりました。でもチーム平安徳義会は良く健闘

し、結果としては優勝ウェルクラブ2位プリンスクラブ3

位チーム平安徳義会でした。大健闘！！。

そして午後3：00に閉会となりました、参加皆様又岩本

Yｻ委員長（受付・残務）お疲れさまでした。参加メンバー

金澤・塚本・桂+（ﾏｺﾞﾒｯﾄ）・岩本・中原・牧野・河合・

福田メネット・渡邊+（コメット）・安田（敬称略）平安

徳義会10名参加（岡部先生1名含む）

2014年11月27日（木）いつもより少し早い18：30から、

京都ロイヤルホテル＆スパにて、7名のゲストをお迎えし

てEMC例会が行われました。

今回の例会は、澤田長利様の入会式と第二回チャリティ

オークションファンドです。

昨年のオークション例会は、私は欠席でしたので楽しみ

にしていました。

さて18：30より、私の総合司会により始まりましたが、

いきなり開会点鐘を閉会点鐘と案内してしまいまして、

会長ごめんなさい！

厳粛に入会式も執り行われ、いつ見てもウエストクラブ

の入会式は良いなぁと思います。

さて楽しみのオークションが始まり、吉川プロが仕事

で遅れられるので、安平Ysと塚本Ysの司会で始まりまし

て、盛り上がらない訳が有りません！そうして進行して

いく内に、吉川プロがなんと半ズボンで到着！より一層

の盛り上がりをみせ、皆さんにたくさん買って頂きまし

て無事終了！

茂山委員長、吉川Ys、安平Ys本当にご苦労様でした。

ニューメンバーも増え、本当に楽しい例会でした。

第二例会(EMC) 11月27日(木)

ドライバー委員 藤居 一彦

リトセンオータムフェスタ 11月23日(日)

ブリテン・広報委員長 安田 繁治

みやこふれあい祭り 11月16日(日)

会 計 角谷 多喜治



１．会員のためのオリエンテーション講座

２０１４年度第３回のＹＭＣＡ会員のためのオリエン

テーション講座を開催します。維持会員Ａの方はこの

オリエンテーションを受けると維持会員Ｂの申請をす

ることができます。受講希望の方はＹＭＣＡ本部まで

申し込んでください。

日 時 12月8日（月）午後7時 ～ 午後9時

場 所 京都ＹＭＣＡ 201号室

２．クリスマス礼拝・キャロリング

<スキーキャンプ・デイキャンプ>

京都ＹＭＣＡでは、今年もクリスマスのプログラムを

行います。一般の方もご参加できます。ご家族、お友達

で是非ご参加ください。

日 時 12月19日(金) 礼拝午後7時～7時30分

キャロリング 午後8時～9時

場 所 三条本館および三条寺町界隈・新京極

周辺でキャロリング

ＹＹＹＹＭＭＭＭＣＣＣＣＡＡＡＡ ＮＮＮＮＥＥＥＥＷＷＷＷＳＳＳＳ

☆☆☆☆ 金金金金澤澤澤澤期期期期11111111月月月月役役役役員員員員会会会会☆☆☆☆ （11/10）

司会：市橋書記

＜報告事項＞

1.10/11,11/8 竹林ワーク報告と今後の予定

2.10/17～19 十勝クラブ訪問旅行の報告

3.10/23 部長公式訪問例会報告

4.10/25 ポテトファンド(配達ワーク)の報告

5.10/26 桂直前部長エルマークロウ賞受賞祝会の報告

6.11/2 ワイズデー舞鶴YMCA街頭募金の報告

7.11/3 YMCA祭(学園祭)の報告

8.11/16 みやこまつりについて

9.11/23 リトセンオータムフェスタについて

10.11/27 EMC例会ファンドオークションについて

11.12/21 クリスマス例会について

12.12/27 ウエスト忘年会について

13.35周年PT委員会進捗報告

14.WRM合同新年例会について

15.各事業委員会報告

16.みかんファンドについて

17.次次期会長選出会議について

18.委員会予算執行状況について

19.各事業委員会報告

＜協議事項＞

1.桂ワイズゲスト 澤田様入会について

2.ポテトファンド大口購入者様(メンバー外)を35周年記念

例会に招待する件

3.アジア大会ホームページバナー広告協賛について

＜役員会議案＞ 議長金澤会長

議案１ 桂ワイズご紹介の澤田長利君の入会を認め、

入会日は12月1日とする。委員会配属はＥＭＣ・ド

ライバー委員会とする→承認

議案2 11月第二例会(ＥＭＣ例会)のゲスト登録費につい

て\7000のところ、\2000円をＥＭＣ予算から補助

し、\5000とする。メネット登録費は同様に\1000

を補助し、通常補助の\1500と合わせ登録費を

\4500とする。ビジターは\7000とする。→承認

11月 ＨａｐｐｙＢｉｒｔｄａｙ

中原 一晃 9日

島田 由美子 メネット13日

大西 光子 17日

11月 ＨａｐｐｙＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ

立山隆一・益子

大西光子・洋

野田泰伸・君子

ここここのののの会会会会報報報報誌誌誌誌ははははややややままままししししなななな工工工工房房房房（（（（山山山山科科科科共共共共同同同同作作作作業業業業所所所所））））のののの協協協協力力力力

でででで製製製製本本本本ししししてててていいいいまままますすすす。。。。

２２２２００００１１１１４４４４年年年年１１１１２２２２月月月月ススススケケケケジジジジュュュューーーールルルル

12/4 木 三役会 19:00 会長邸

12/11 木 役員会(第一例会 19:00 京都YMCA

12/13 土 みかんファンド 後報 中央市場

12/21 日 クリスマス例会 18:00 ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ&ｽﾊﾟ

12/27 土 忘年会 18:00 無門

ＷＷＷＷＥＥＥＥＳＳＳＳTTTT ＮＮＮＮＥＥＥＥＷＷＷＷＳＳＳＳ

12月7日（日）第2回ウェスト杯 開催報告

参加メンバー 立山・島田・塚本・茂山・安田

林・渡邊・佐治・（敬称略）

成績発表

順位 氏名 GROSS HDCP NET

優勝 茂山智広 108 34.8 73.2

準優勝 佐治幹生 99 22.8 75.2

3位 安田繁治 101 25.2 75.8

BB賞 渡邊昌嗣 97 15.6 81.4

於）日野ゴルフ倶楽部

２２２２００００１１１１５５５５年年年年１１１１月月月月ススススケケケケジジジジュュュューーーールルルル

1/8 木 三役会 19:00 会長邸

1/10 木

3クラブ合同例会・

35周年記念式典

後報 ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ&ｽﾊﾟ

1/15 木 役員会(第一例会 19:00 京都YMCA

お詫びと訂正：表紙「ファンド」の前月号までの金額

に誤りがございました。今月号で訂正しています。


