
「強強強強いいいい義義義義務務務務感感感感をををを持持持持ととととうううう！！！！義義義義務務務務はははは全全全全ててててのののの権権権権利利利利にににに伴伴伴伴うううう」

合 計

第第第第一一一一例例例例会会会会

合 計

ｸｸｸｸﾘﾘﾘﾘｽｽｽｽﾏﾏﾏﾏｽｽｽｽ例例例例会会会会

合 計

ニニニニココココニニニニココココ

累 計

フフフファァァァンンンンドドドド

合 計

1

NO. 419

2 015年 1月 号

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～
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「ターニングポイント！！」 ３５期 会長 金澤典子

皆様、明けましておめでとうございます。今年も宜しくお願い致し

ます。半期を終えて、ホッとした気持ちと、まだ気を抜けないよと奮

い立たせる気持ちとが交差しています。何もわからず、いろんな行事

に参加しメンバーの皆様に助けられて前期が過ぎました。

入会以来初めて参加した行事も沢山有りました・・やはり、『会長

をしてみないとわからないよ、みんなの有り難みが分かるで！！』と

諸先輩方に言われた言葉が少し理解出来てきました。表で行っている

影では、沢山の労力や協力のもと成り立っているという事に気づかさ

れます。してあげてるでは無く、する事が自分を成長し視野を広げて

いけるという事だと思いました。一番印象に残っているのが、桂直前

京都部長エルマークロウ賞受賞祝賀会です。自分一人だけの力ではな

く、お互いに協力し合って大きな力を発揮出来るウエストクラブは本

当に団結力がすごいんだと感動致しました。クラブのモットー、義務では無く権利なのですね。自分自身が楽しんで

行う事が大事なのだと思いました。前期は、こなす事が大変で楽しむ余裕は有りませんでしたが、後期は少しずつ楽

しみたいと思っています。今年も沢山の行事が控えております。最後迄、元気良く頑張って努めたいと思っておりま

すので、皆様どうぞ宜しくお願い致します。

クラブ→部→区→エリアを超えた交流！国際組織で

あるワイズの醍醐味です。IBC・DBC を通じ、「出会

い→交わり→新（再）発見→自己研鑽」を体験しま

しょう。川本龍資 国際・交流事業主任

（名古屋クラブ）

わたしは世の光である。わたしに従って来る者は、闇

の内を歩くことがなく、命の光をもつであろう。

ヨハネによる福音書８章１２節



平成27年、西暦2015年を迎

えましたが今年はどんな年に

なるのでしょうか？昨年来、

円安が進行しており、輸出業

者は上げ潮に乗っていますが、

逆に輸入業者は悲鳴を上げて

おり日本の物価は軒並み値上

げのラッシュが続いています

が、ガソリンの価格は相場が

下落しておりこちらは一筋の

明かりのようです。それと環

境の面では中国の汚染対策が

進んでいない現状があり日本もこれから当分悩まされる事

になるでしょう。7月度から36代会長としての使命が待ち

受けています。勿論それ以前から始まっていますが何しろ

まだまだ未熟な加藤丸を運営するためには強力なキャビネッ

トの皆さんに多大なご協力を頂かなければなりません。

それに各委員長の人選もありますので、依頼されました

ら気持ちよくお引き受け頂きますようよろしくお願いしま

す。

上半期は金澤会長がフロン

トマンとしての資質を如何なく

発揮され、京都部会は大成功に

終わり、IBC・DBC交流も活発に

行われ、おまけにエルマークロ

ウ賞の受賞祝賀パーティーまで

行うことができ、充実したクラ

ブ活動だったと思います。今年

も新年早々に35周年記念式典、

春には台北ダウンタウンクラブ

訪問、夏にはアジア大会と大き

な行事が続きます。これを成長のよい機会ととらえ、更な

るクラブの活性化につなげて行ければ幸いです。下半期も

全力で会長をサポートして行きます！

ワイズメンズクラブでは多

くの事業や例会に参加するほ

どメンバーと会う機会があり

友人が増え、また友情が深ま

ります。ワイズの経歴におい

てメンバーとの思い出の積み

重ねは、元気の源となり生きる力となります。 今年もい

ろんな事業や例会、台北ダウ

ンタウンクラブの訪問、そし

て区大会やアジア大会など忙

しくなりそうです。積極的に

参加してワイズを楽しみたい

と思います。

新しい年を迎えて…仕事で

は事務所開設11年目となり、

当初は夫婦2人で始めた事務

所でしたが、2名の仲間が加

わり現在4名で日々頑張って

おります。

ウエストに入会間もない頃

に生まれた長男も今年から小

学校へ入学。長女は2才でま

だまだこれからですが、仕事・

家庭・ワイズ活動の中で、色

んな意味で、責任を果たすこ

とが必要となってきました。

これからの10年20年…後に振り返った時に「良かった」と

言える日々を過ごしたいと思います。

この度は、ワイズメンズウェ

ストクラブに入会させていた

だきまして誠に有難うござい

ます。元々ボランティアには参加させていただいてまして、

大阪で事業を行っていた時は、ライオンズクラブで活動し

ておりました。

京都に事業を移してからはこれといった慈善団体には参

加せずにいましたが、2013年秋口に桂ワイズにお声かけい

ただき、ゲストとして参加させていただきました。ウェス

トのメンバーの楽しさや、何よりもあたたかさに触れさせ

ていただき、入会を決意いたしました。生業の保険代理店

を立ち上げて一年目と個人的な目標である政治の世界、と

忙しい身ではありますが、がんばって皆様方のお役に立ち

たいと思いますので宜しくお願いいたします。

年 頭 の 挨 拶

副会長 加藤 秀行

謹 賀 新 年

書記 市橋清太郎

新 年 の 挨 拶

会計 角谷多喜治

今年もワイズを楽しもう！！

書記 野田泰伸

ニューメンバーの挨拶

EMC・ドライバー委員 澤田 長利



１２月１３日土曜、一段と冷

え込みの厳しい午前みかんファ

ンドが行われました。私は安平

ワイズと１０時過ぎに滋賀青果

さんに向かい、M寸の物を４箱

積んで帰りましたが、沢山お買

い上げされたメンバーの方々、

あの寒さの中積み込みは問題なかったでしょうか？。家に

戻って早速箱を開け、初めてワイズのみかんを頂きました

が、皆さんのおっしゃられていた通り甘さの十分乗った旨

いみかんでした。これからしばらくは毎日みかんみかんで、

風邪に強くなれそうな予感がしますね。

１２月２１日（日）１８時 京都ロイヤルホテル＆スパ

にて総勢５１名でクリスマス例会が盛大に開催されました。

金澤会長の開会点鐘から始まり可愛いコメットたち聖歌

隊の入場で会場内はクリスマスモード 一色になりました。

その後、クリスマスメッ

セージ、そして乾杯で宴

の始まりです。

美味しい料理とお酒を

楽しみ、良い感じになっ

てきた頃。。本日のメイ

ンイベント！委員会対抗

かくし芸大会がスタート！

三役チーム、EMCドライ

バーチーム、Yサ地域奉

仕チームはコスプレ満載

の寸劇。ブリテン交流ファ

ンドチームは森田ワイズ

が宮司に扮し一風変わった祈祷ネタのコント？ さすがは

ウエスト！会場内は笑いの渦に。。。 皆様！お疲れ様で

した！！

その後は、ばる～ん Chi-cChanによるバルーンアートパ

フォーマンスで盛り上がりました。

そして大人のプレゼント交換から～子供たち、お待ちか

ね。。加藤サンタの入場！プレゼントをもらっている子供

たちの笑顔が印象的でした。。

本当に今回のクリスマス例会も盛り沢山な企画でした！

企画及び準備を頂いたEMCドライバー委員会の皆様！お疲れ

様でした！！

場所は無門（黒豚しゃぶ

しゃぶ）で行われました。

この日は、自身の体調も良

くなく接骨院に寄ってから

の参加で少し遅れての参加

でした。（遅参になり申し

訳なかったです。）

しかし、上には上？がいるもので、到着すると連絡して

いた方が見当たらず・・・な・な・なんと１９時と勘違い

されていたみたいで・・・ある意味ホッとしましたが（笑）

それは、さておきこの日は、何時もの例会とは違って、和

気あいあいと色んな話をされていましたが、やはり最終は

ワイズの話題に！皆さん、やはりワイズ魂があるんやな！っ

て感じました。

まだ、全てを理解し行動するには少し時間がかかりそう

ですが、皆様、今後とも宜しくお願い致します。

京都YMCA創立125周年への皆さんのご協力本当にありがと

うございました。いよいよ周年事業の最後を締めくくる京

都府北部の新拠点、舞鶴YMCAの記念すべき最初のアクトを

行っていただけることとなりました。

どうぞ、今年もよろしくお願いします。

クリスマス例会報告

12月21日（土）ファンド委員 安平知史

みかんファンド報告

12月13日（土）ファンド委員長 茂山智広

ウェストクラブ忘年会報告

12月27日（土）Yｻ・ﾕｰｽ委員 佐治幹生

謹 賀 新 年

阿部連絡主事



★地域奉仕・環境委員会

２０１５年という節目の年でもありますので、自身が

初心に環ってテーマを打ち出し、それに

忠実にやっていきたいと思っています。

そのテーマは「原点回帰 一日一生」で

す。昨年、私は一年間を通して、ボラン

ティア活動をワーク活動の合間に実践してきました。

そこで逢った出会いの数々は、ひとつひとつが私にとっ

て、とても新鮮で何よりも人の役に立っているという実

感が接して頂いている方のそれぞれの感謝の気持ちが手

に取るようにわかるという体験を通じて湧いてきました。

私は今まで与えられる環境に恵まれている一方だった

ように思います。積極的に活動することで私は心の財物

を得たような気持ちで嬉しく思っています。まだまだ途

上の段階ではありますが、人に感謝する人間の仲間入り

を果たしたと充実の日々を過ごしております。

ゆえに今年も人間観を磨いていくことを生き甲斐とし

てテーマを掲げた所存であります。ワイズ活動では、残

りの半分の地域奉仕・環境委員長の重責を担い、力の限

り務めていきたいと考えております。メンバーの皆様に

も、おぬしは変わってきたと思われるように信頼を頂け

るよう、行動してまいります。

委員長 福田英生

下半期は京都部CSボウリング大会、平安徳義会桜祭、

鴨川チャリティーラン等の行事が開催さ

れます。メンバーと徳義会の生徒さんと

が楽しく交流できる内容を考えていきた

いと思います。

委員 牧野万里子

今期は、直前会長と地域奉仕委員とし

て活動してきましたが本当に早い半期で

した。後半期金澤会長の下、楽しませさ

てもらいます！。

委員 塚本克己

地域奉仕、環境委員会の１メンバーと

して半期がすぎ、残り半期となりました

が、１つでも多くの事業に参加していき

たいと思います。

委員 山本幸仁

★Ｙｻ・ユース委員会

Ｙサ事業は、今年に入っても、たくさん有ります。一

つでも多く参加いただけたら幸いです。

本年もよろしくお願い致します。

委員長 岩本敬子

半期はなかなかＹサ事業をお手伝いで

きず申し訳ありませんでした。なんとか

委員長のお力になれるよう後半はがんば

ります。

委員 島田博司

新年明けましておめでとうございます。

大雪から、はじまった新年で、毎年とは

違う年を迎えました。天候と同じく、変

化のある年にしますので皆様、宜しくお

願い致します。

委員 佐治幹生

新しい歳になり大いにワイズを楽しんで

いきたいと思っています、御迷惑かけな

いように出来ることから参加します。

委員 鈴木けいこ

★ＥＭＣ委員会

新年あけましておめでとうございます。

前期は澤田ワイズの入会があり、後期も

EMC委員長としてドライバー委員会と協

力し、前期同様にメンバーの親睦とゲス

トを呼びやすい例会・他を企画してまいります。

そして今期目標に掲げた5名の会員獲得に少しでも近づけ

るように頑張って行きますので、

みなさんご協力よろしくお願いいたします。

委員長 立山隆一

2015年ですね・・新年明けましてお

めでとうございます。ウエストクラブ

の皆様を始め、ワイズメンズクラブの

皆様、本年もどうぞ宜しくお願い致し

ます。2014年はやはり、年の暮れも押し詰まった忙しい

中、12月中旬に会社を移転致しました。

引越しの荷物の多さも大変でしたが、両肩に乗った荷

物以上の物も大変ですね。2015年も頑張りまっせ～！

委員 藤居一彦

あけましておめでとうございます。

今年は残り半分、皆様に楽しんでもら

える例会を委員会で考えていきます。

委員 吉川 忠

謹 賀 新 年

2015年を迎えてのメンバーの挨拶



あけましておめでとうございます。

あっとゆう間に残り半期ですが、EMCドラ

イバー 両委員長、各委員で力を合わせて

楽しい例会作りに頑張りたいと思います。

委員 林 正章

★ドライバー委員会

ドライバー委員長として、後半期もより

一層の親睦とクラブ活性化を図れるよう努

力し、心に残るウエストらしい例会の開催

を心掛けていきたいと思います。

私自身も例会運営を通して期の最後まで楽しんでいきたい

と思います。

委員長 河合久美子

３５周年もの活動を続けてこられたウェ

ストワイズ節目の年でもあります。ワイズ

の仲間と共に新しい年を迎えられることを

喜びたいと思います。未年かみしめ、カミ

シメゆっくりマイペースですが活動します。

委員 大西光子

新年おめでとうございます。

今期キックオフから病気治療の為にお休み

していました野々口です。何とかメンバー

に復活出来ました。後半期は元気に頑張っ

て参りますので宜しくお願い致します。

委員 野々口佳孝

新しい年を迎え心引き締まる気持ちと、

同時に時間残りがまだある？いやもう残

り少ないから、もっと味わって落ち着い

て毎日を引き締めたいと思います。

委員 桂 厚子

★ブリテン・広報委員会

金澤期のブリテン委員長として右も左も分からずメンバー

に助けて頂きながら（途中に皆様にご迷惑もかけましたが）

半期が過ぎました、感謝の一言であります。少し慣れてき

たものの、皆様の協あってのブリテンが

成り立っています。 残り半期も御協力を

宜しくお願いします。今年も宜しくお願

いします。

委員長 安田繁治

あけましておめでとうございます。

委員 山田麻紀夫

前期は9、12月号を担当しました。新年は

3、6月、経験を生かして心に残るブリテン

を作成できるよう頑張ります。

委員 渡邊昌嗣

★ファンド委員会

ウエストクラブの皆様、明けましておめ

でとうございます。ファンド委員長として

はあと任期半年、皆さんにご迷惑をかけな

いように上手いことやりたいと思ってます。

今年もどうぞよろしくお願い致します。

ファンド委員長 茂山智広

明けましておめでとうございます。今年も

宜しくお願いします。金澤会長期も後半戦に

突入です！皆で盛り上げていきましょう！

委員 安平知史

★交流ＩＢＣ/ＤＢＣ委員会

新年おめでとうございます。台北と十勝

の仲人役が増え、４月には台北４０周年記

念例会も勃発。聞いてないよう～と言いた

いところですが、十勝でも、ワイズの醍醐

味のいい交流と仲間が出来ました。１人でも多くのメンバー

で行きましょう台北！

委員長 中原一晃

ウエストが35歳となる未年(ひつじどし)

がやって来ました。未が来ると書いて未来

と読みます。未来には夢・希望・成長が感

じとれますね。さあ～そろって元気良く前

進しましょう！

委員 森田惠三

金沢期後半と加藤期前半を有終の生きが

いとして、未のごとく悠悠とクラブライフ

を満喫したいと思っています！

委員 草野 功一

★メネット連絡委員

本年も、愛宕神社に家族で初詣に行き、この一年の家内安

全と家族の健康を祈願し、「～ありのままに、健やかに～」

をモットーに人生を励みたいと思います。ウエストワイズ・

メネットの皆様、今年は第18回西日本区大

会が大阪で開催されます。皆様とともに、

楽しみたいと思います。どうぞ、よろしく

お願いします。

連絡委員 福田仁美

謹 賀 新 年

2015年を迎えてのメンバーの挨拶



 

 

1．第３回 ユニカール大会

ユニカールは、冬季オリンピックでお馴染みになりま

したカーリング、ぜひお友達を誘ってお越しください。

日 時 １月１８日（日） 午前９時３０分 ～

午後３時３０分

場 所 京都ＹＭＣＡ三条本館 マナホール

参加費 無 料

参加対象 小学生以上

お申込み 京都みやびワイズメンズクラブ

担当：中原（tel．０９０-３３５０-５０６９）

2. 京都ＹＭＣＡ創立125周年記念カップ サッカー大会

京都エイブルワイズメンズクラブのサポートにより、

京都宇治地域の少年少女のサッカーチームと京都ＹＭＣ

Ａのサッカーチームが試合を行います。

日 時 １月２５日（日） 午前９時 ～ 午後４時

場 所 京都府宇治市立槙島小学校グランド

3. 竹中 真・兼松 豊 ライブ 「まことにゆたかな

ジャズ、さんびか、スタンダードライブ」

京都ＹＭＣＡ創立125周年を記念して、ＹＭＣＡに縁

のあるミュージシャンである竹中真と兼松豊によるジャ

ズと讃美歌、スタンダード曲のライブを開催します。

日 時 １月２６日（月）午後７時開演（午後６時３０

分開場）

場 所 京都ＹＭＣＡ三条本館 マナホール

参加費 前売券３，０００円/当日券 ３，５００円

お申込み 京都ＹＭＣＡ三条本館 １階受付

お問合せ 京都ＹＭＣＡ（tel．０７５-２３１-

４３８８）

☆☆☆☆ 金金金金澤澤澤澤期期期期11112222月月月月役役役役員員員員会会会会☆☆☆☆ （12/11）

司会：市橋書記

報告事項

1 11/16 みやこふれあいまつりの報告 福田地･環委員長

2 11/23 リトセンオータムフェスタの報告 岩本Yサ委員長

3 11/27 EMC例会の報告 茂山ファンド委員長

4 みかんファンドについて 茂山ファンド委員長

5 12/21 クリスマス例会について 河合Dr委員長

6 12/27 ウエスト忘年会について 市橋書記

7 1/10 WRM合同新年例会について 河合Dr委員長

8 35周年PT委員会進捗報告 塚本35th委員長

9 アジア大会準備委員会(エクスカーション担当)進捗報告

島田Ex委員長

10 1/24 あそびたおそ会のお知らせ 立山EMC委員長

11 2/22 京都部CSチャリティーボウリング大会のお知らせ

福田地･環委員長

12 YMCAかもがわチャリティーランの実行委員選出について

岩本Yサ委員長

13 3/21～22一泊例会の計画について 立山EMC委員長

14 委員会予算執行状況について１２月で一旦締めますので、

支払い残りのある委員会は連絡 市橋書記

15 各種献金の西日本区送金につい 野田書記

16 野々口ワイズ(広義会員)の正会員復帰について 金澤会長

17 各事業委員会報告 各事業委員長

議案

1 12月クリスマス例会の登録費を以下のようにする。

成人コメット￥7000→￥5500（￥1500補助、メネットと同額）

未成年コメット￥4500→￥3500(￥1000補助)

児童・幼児(お子様メニュー）￥2500→￥2000(￥500補助）

ビジターは￥7000(実費相当)とする。

補助金は例会補助予算から拠出する。

承認

１月 ＨａｐｐｙＢｉｒｔｄａｙ

松本忠正ワイズ 1日

河合久美子ワイズ3日

安平知史ワイズ19日

草野敬子メネット13日

渡邊栄里メネット27日

ＨａｐｐｙＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ

岩本敬子・清 ご夫妻 11日

市橋清太郎・さち ご夫妻 15日

中原一晃・優子 ご夫婦 22日

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。。。。

2222000011115555年年年年２２２２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

2/2 月 ダンスサークル 19：00

京都三条

ＹＭＣＡ

2/5 木 三役会 19：00

京都三条

ＹＭＣＡ

2/12 木

役員会

第一例会

19：00

京都三条

ＹＭＣＡ

2/14 土 竹林ワーク 9：00 長岡西山 竹林

2/22 日

京都部

ボウリング

15：00 しょうざん

2/26 木 TOF例会 19：00

京都三条

ＹＭＣＡ

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

1/7 水 三役会 18:30 会長宅

1/10 土 合同例会 18:00 ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ&ｽﾊ

1/15 木

役員会

第一例会

9:00

京都三条

ＹＭＣＡ

1/24 土 あそびたおそう会 16:00 松栄

ＹＹＹＹＭＭＭＭＣＣＣＣＡＡＡＡ ＮＮＮＮＥＥＥＥＷＷＷＷＳＳＳＳ

ＷＷＷＷＥＥＥＥＳＳＳＳTTTT ＮＮＮＮＥＥＥＥＷＷＷＷＳＳＳＳ

クリスマス例会かくし芸大会

優勝 Ｙｻ・ユース・地域奉仕環境合同チーム

準優勝 三役チーム

おめでとうございます！！


