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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

身近なボランティア、献金にご協力をお願いいたし

ます！！ ＣＳ（地域奉仕） ＴＯＦ（断食の時）

ＦＦ（家族での断食）

地域奉仕・環境事業主任 渡壁 十郎（長浜クラブ）

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

わたしたちは知っています。すべて神から生まれた

者は罪を犯しません。神からお生まれになった方が、

その人を守ってくださり、悪い者は手を触れること

ができません。 ヨハネの手紙１ ５章１８節
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前月繰越

合同例会
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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
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コメット

ゲ ス ト

ビジター

洛 中

み や び

Club Office

京都ＹＭＣＡ本館

〒604 中京区三条柳馬場角

TEL(075)231-4388

オークション

東 北 支 援

ポ テ ト

その 他 物 販

33800円

36541円

498556円

41296円

610193円

京都ウエストクラブ35年の思い 森 田 惠 三

2015年の幕開け早々の1月10日、恒例のWRM3クラブ合同例会において私たち

が愛する京都ウエストクラブ35周年記念式典を開催することができました。

それは5年前、洛北の景勝地しょうざんにて開いた豪華で盛大な30周年記

念例会とは比べ得ないささやかな小宴ではありましたが、子クラブの洛中と

みやび・Pentagon DBCや平安徳義会を含めて76名の身近な関係者からの温か

い祝福に包まれた雰囲気の中に、ウエスト一同が浸ることができたことはま

ことに嬉しいことでした。今を遡ること35年前、ウエストを誕生させた私と

メネットはもとより、共にチャーターメンバーとして新星ウエストの創成期

に情熱を燃やして下さった草野ワイズ、そして洛中の山中・みやびの有沢両

ワイズ、加えて３５年間もポテトワークに協力をいただき当日お招きできた川戸ウエストOB会員には、夫々ことのほ

か感慨深いものがあったのではないかと察しています。ユニークで意義ある企画にご努力いただいた仲間に感謝を贈

ります。さて、また5年の歳を上積みしたウエストの現状を鑑みるとき、私は老若男女の境なく内外共に和やかな協

働奉仕活動ができていることを喜んでいるのですが、何かもう一つ力強さが乏しいという感じがしていることも正直

なところであります。5年毎の節目を迎えるということは、将来を見つめることの前に過ぎこし方の反省をする意義

を持っています。ウエストの皆さん！お手元の30年記念誌１０頁の牧野会長の挨拶記事には、“人と人のつながり、

友情の輪”をさらに大きくして次の世代に伝えていくことの大切さを、また、３１年目を迎えた安平会長も２０１０

年７月号ブリテンにおいて、、“温故知新―そして新たなるステージへ”と題し、「クラブ力」を強化するためには、



ワイズの本質を確りと認識し、その想いを基に活動するこ

とが大切である。そして、更なるメンバー増強とクラブ内

でのMCが必須であること、加えて、ウエスト独自の地域奉

仕事業「西山竹林再生事業」へのクラブ一丸となっての取

り組みの重要性を述べられています。

私は、この二人の会長意見は誰もが持つ共通の想いだと

思います。ならばこの３５年を終えた今こそ、この想いが

実現しているだろうかと強く再確認していただきたいので

す。

有限生命の良質な個人が集まってこそ無限生命の優秀ク

ラブが成り立つという哲理を確りと自覚し、自己研鑽につ

ながる「ワイズの奉仕の心と実践とは？」の研修に努めら

れるプログラムとクラブ運営が図られることを深く希望し

ている次第であります。

さぁ！ウエストの皆さん、来るべき４０周年に向かって明

るく仲よく前進しましょう！

1月10日ロイヤル&スパホ京都洛中、京都みやび、京都ウ

エストクラブの三クラブ合同新年例会&京都ウエスト35周

年記念式典が開催されました。

開会点鐘のあとワイズソング斉唱があり、ウエスト35周

年記念式典が始まりました。司会は、野田ワイズと牧野ワ

イズの二人が担当してくださり、華々しい司会でした。

ウエストクラブ歴代会長紹介があり、とても盛り上がり、

続いて35周年記念アクトでは、舞鶴YMCA国際福祉専門学校

へモミの木植樹と社会福祉法人平安徳義会養護園の卒業予

定者へウエストクラブ例会へ招待が贈呈され、 皆様に喜

んで頂けました。

いよいよ合同新年例会が始まり、来賓の京都YMCA総主事

の神崎様、西日本地区理事の松本様をはじめ、大阪西、熊

本にし、京都パレスクラブ、平安徳義会からたくさんのゲ

スト様に参加頂き、素晴らしい盛り上がでした。新年らし

く、鏡割りが行われ、三クラブによる初笑いかくし芸大会

が行われ、とても熱く楽しい時間を過ごせました。

ダントツでウエストが面白かったです。身内びいきかも

しれないですが。楽しい時間もあっという間に過ぎてしま

い。会長による閉会点鐘にて終わりました。

たくさんのゲスト様や３５周年PTの方たちにより大変素

晴らしい例会に参加できて良かったです。有難うございま

した。

1月１５日、京都ＹＭＣＡ

にて1月役員会兼第１例会

（通算７４８回例会）が開

催されました。金澤会長の

開会点鐘で始まり、各委員

会より、例会の報告、アジ

ア大会の進捗状況などの報

告が行われました。

ＷＲＭ合同例会では、参加いただいた徳義会の生徒さん

にとても喜んでいただき、またＤＢＣの皆様とも楽しく交

流できたことの報告、一泊例会の企画、アジア大会に向け

てのダンスサークルの企画などの案内がありました。ＹＭ

ＣＡ関連では、１２５周年記念式典への参加の呼びかけ、

また森田ワイズより１２５周年募金について、クラブで検

討してはどうか、との意見が出されました。

総会では次次期会長に角谷ワイズを選出する旨、そして

次期三役が承認されました。下半期は１泊例会、台北ダウ

ンタウンクラブ訪問旅行、西日本区大会が開催されます。

1つ1つの行事に係わっていくことでことでメンバー間の親

睦が深まりクラブに活気が出てくるこを実感いたしました。

また役員会の限られた時間で行事の内容を検討すること

は難しいです。各委員会がしっかりと委員会を開催するこ

との大切さも痛感いたしました。

昨年のお花見の頃、祇園の

料亭で友人達と会食中に急に

気分が悪くなり、友人に肩を

担がれ何とか帰宅したのが最

初の体調異変でした。

5月初旬に痛みに耐えきれず

消化器クリニックへ駆け込み

ました。それから6月初旬第ニ日赤に検査入院し膵臓癌が

見つかり7月に入り京都大学病院へ転医し約1か月の入院、

手術と辛い日々が続きました。病名が分かってから知った

事ですが5年生存率の最も低い部位の癌とのことで、ショッ

クも大きかったのですが色々な事を考えさせられました。

こんな状態の為、金澤会長期のスタートから広義会員へ

1月役員会兼第１例会報告 1月15日（木）

地域奉仕奉仕・環境委員 牧野 万里子

メンバー復帰への一言

EMC/ドライバー委員 野々口 佳孝

三クラブ合同新年例

＆京都ウエスト35周年記念式典報告

1月10日(土) EMC/ドライバー委員 吉川 忠



変更頂き金澤会長、配属予定のＥＭＣドライバー河合委

員長には大変ご迷惑をお掛けする事となりました。

金澤会長期も後半に入り、何とかメンバー復帰を果た

すことが出来ました。これからは今までのように、飲み

放題はお付き合い出来ませんが、後半少しでもお役に立

てるように頑張りたいと思います。入院中はウエストク

ラブの皆様にはお見舞いや励ましのメールを頂き本当に

有難うございました。

1月24日（土）に第2回新年会として開催されました

「あそびたおそ会」。OBの笹山様、特別参加の畑本京都

部部長メネット様、松本功労会員様を含む17名の参加で、

湯の宿 松栄にてお風呂も楽しみ、お鍋を囲む楽しい会と

なりました。冒頭では、加藤次期会長のご挨拶を皮切り

に、参加メンバー全員が新年の抱負と題して一言スピー

チ。新年の心構えや新しい試みなど話されたメンバーの

気持ちが伝わり、新年会らしい企画でした。

宴会が進むにつれ、食事もアルコールも進み・・・ブ

リテン原稿担当の私としては、

記憶が徐々に断片的になったき

たことは良く覚えてます。

金澤期も残り半期、新たな気

持ちでワイズ活動を楽しみたい

と思える「あそびたおそ会」で

した。

午前11:00～ANAクラウンプラザホテル京都にてSMAP木

村拓哉さんのお母様、木村まさこ氏を講師に“ことのは

語り”～伝えたい言葉～と題して、とてもわかりやすく

お話していただきましたが、ホッと温かい気持ちになっ

たのは、私だけだったでしょうか?

目を閉じて聴いたのですが心に響く絵本の朗読であっ

たり、「大好き=ありのままのあなたが好きよ」という言

葉の持つパワーをみんなで共感したり…、心に届く言葉

「ことのは」を子どもに語りかけることの大切さを学び、

心無い言葉で傷つけていたことにも気づかされ、反省さ

せられました。 「ステキ

な言葉やほめる言葉をかけ合い、笑顔で満たされること

で、身心ともに内側から元気になり、生きる力になり、

幸せになれるのよ」と教えていただいたので、早速、鏡

の中の自分をほめることから始めてみようと思いました。

最後になりましたが、チケット購入のご協力ありがとう

ございました。講演会には、約220名の方が、懇親会には

67名の方が参加され、盛会となりましたこと、ご報告申

し上げます。

我がクラブの35周年記念事業の一つ、今春に開校する

舞鶴YMCA福祉専門学校にシンボルツリーとなる「もみの

木」の寄贈の為、再び(参加者によっては三度)舞鶴を訪

れ、植樹式を行いました。金澤会長、塚本35周年事業実

行委員長をはじめ、メンバー7名で安田ワイズのワンボッ

クスカーに乗り合わせ、舞鶴に向かいました。道中、吹

雪にも近い降雪や雪の積もる山里の風景を見ながら、

「天気、大丈夫かな～、植樹式どころちゃうな～」と不

安になりながらも、予定時刻に到着。現地でYMCAの阿部

連絡主事とスタッフにお出迎え頂いたときには、薄日が

さす天気になり、一安心。改装工事の終わった専門学校

の見学をさせて頂き、充実した設備に一同関心しきりで

した。

見学中に窓の外を見ると雪雲が海の方から急接近！見

る見る吹雪になってしまいました。一同大騒ぎですが、

この地域の天気は変わりやすいそうで、10分程経つと吹

雪もおさまり、小雪舞い散る中、なんとか植樹式を行う

ことができ、また学校の全景を中原ワイズ自慢の小型ヘ

リによる空撮も無事終了しました。植樹したもみの木は

まだ幹も細いですが、この学校の発展と共に大きく育つ

ことを願うばかりです。昼食には舞鶴の新鮮な海の幸を

堪能し、楽しい日帰りの旅となりました。

参加者：金澤会長、塚本、中原、河合、牧野、安田、

市橋、阿部連絡主事

あそびたおそ会（第２回） 1月24日(土)

会 計 角谷 多喜治

京都部合同メネット会報告 1月24日(土)

メネット連絡委員 福田 仁美

舞鶴YMCA植樹式報告 1月31日(土)

書 記 市橋 清太郎



１．京都YMCA創立125周年記念式典＆市民フォーラム

京都YMCAは2014年度に創立125周年を迎えました。

そこで125周年を祝う記念式典と広く京都市民の皆

様を対象にした「市民フォーラム」を開催します。

どなたでも、ぜひご参加ください。

日 時 ２月１１日（水・祝） 午前１０時

～ 午後５時３０分

場 所 同志社大学 寒梅館

参加費 無料

① 125周年記念式典

内 容： 記念礼拝、125年のあゆみ紹介など

時 間： 午前１０時 ～ 午後１２時３０分

会 場： ハーディーホール

② 市民フォーラム

125周年記念講演会「21世紀にはばたく国際人にな

るために」

講演者： 数学者 ピーター・フランクル

時 間： 午後２時 ～ 午後３時３０分

会 場： ハーディーホール

ＹＹＹＹＭＭＭＭＣＣＣＣＡＡＡＡ ＮＮＮＮＥＥＥＥＷＷＷＷＳＳＳＳ

☆☆☆☆ 金金金金澤澤澤澤期期期期1111月月月月役役役役員員員員会会会会☆☆☆☆ （1/15）

司会：野田書記

＜報告事項＞

1.12/13 みかんファンドの報告 茂山ファンド委員長

2.12/21 クリスマス例会の報告 河合Ｄr委員長

3.12月物販ファンドの報告 茂山ファンド委員長

4.12/27 ウエスト忘年会の報告 加藤副会長

5.1/10 WRM合同新年例会の報告 河合Ｄr委員長

6.35周年記念式典の報告 塚本35th委員長

7.アジア大会準備委員会(エクスカーション担当)

進捗報告 茂山Ex委員

8.1/24 あそびたおそ会のお知らせ 立山EMC委員長

9.1/31 舞鶴YMCA専門学校へ寄贈の植樹式について

塚本35th委員長

10.2/2よりアジア大会へ向けダンスサークル

開設のお知らせ 金澤会長

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

12.2/26ＴＯＦ例会について 河合Ｄr委員長

13.3/1 京都部チャリティーゴルフについて 野田書記

14.3/21～22一泊例会について 立山EMC委員長

15.3/29ウエストチャリティーダンスパーティー

について 金澤会長

16.6/13～14西日本区大会について 野田書記

17.アジア大会の登録について 野田書記

18.台北ダウンタウンクラブ訪問旅行について 中原交流委員長

19.ワイズウォーターの購入協力のお願い 茂山ファンド委員長

20.各種献金の西日本区送金について 角谷会計

21.各事業委員会報告

＜役員会議案＞ 議長金澤会長

議案１ 次次期(代37期)会長に角谷多喜治ワイズを

選出する。→承認

議案2 次期三役について（副会長、書記、会計）

副会長 角谷多喜治ワイズ

書記 安平知史ワイズ（内部）、

書記 藤居一彦ワイズ（外部）

会計 立山隆一ワイズ とする。→承認

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 ﾀﾞﾝｽ・ｻｰｸﾙ 19:00 京都YMCA

2/5 木 三役会 19:00 京都YMCA

2/12 木 役員会(第一例会 19:00 京都YMCA

2/14 土 竹林ワーク 9:00 西山竹林

2/22 日 CSﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ大会 15:00 しょうざん

2/26 木 TOF例会 19:00 京都YMCA

２２２２００００１１１１５５５５年年年年３３３３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

3/1 日 京都部ゴルフ 7:30 信楽

3/2 月 ﾀﾞﾝｽ・ｻｰｸﾙ 19:00 京都YMCA

3/5 木 三役会 19:00 京都YMCA

3/12 木 役員会(第一例会 19:00 京都YMCA

3/21～22 土日 一泊例会 後報 タラオ温泉

3/29 日 ﾁｬﾘﾃｨｰﾀﾞﾝｽ 13;00 ﾗﾎﾟｰﾙ京都

ＷＷＷＷＥＥＥＥＳＳＳＳTTTT ＮＮＮＮＥＥＥＥＷＷＷＷＳＳＳＳ

1月24日（土）第3回ウェスト杯 開催報告

参加メンバー 立山・塚本・茂山・安田・渡邊・

佐治（敬称略）

成績発表

順位 氏名 NET

優勝 安田繁治 76.4

準優勝 渡邊昌嗣 77.8

3位 塚本克己 78.4

BB賞 茂山智広 83.0

於）亀岡ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ

※今回は全員GROSSが不甲斐ない数値なので

NET数値のみとさせて頂きます。

2月 ＨａｐｐｙＢｉｒｔｄａｙ

加藤秀行 5日 林 正章 14日

桂 厚子 5日・五郎 4日

角谷雅子メネット 21日

2月 ＨａｐｐｙＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ

安平知史・春美 18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。。。。


