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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

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～

皆様の感謝の気持ちが、ワイズ運動を支えます。
ＪＷＦ献金にご協力をお願いします。
高瀬稔彦ＪＷＦ管理委員長

今 月 の 聖 句
わたしが来たのは正しい人を招くためではなく、
罪人をを招くためである。
マルコによる福音書２章１７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

Nat urally
記

会長主題
～ 原点を 見つ め直し 自分 らし さを～
会 計

ウエストクラブ35周年記念式典を終えて

直前 会長

角谷多 喜治

塚本 勝 巳

２０１５年1月１０日にＷＲＭ3クラブ合同例会の大切な時
間をお借りして京都ウエストクラブ３５周年記念式典を開催
させて頂きました。まずは、今回３５周年事業のＰＴ委員長
に仰せ使い、金澤会長はじめ3役の皆様、委員の皆様には多大
なるご協力を頂き本当に感謝しております、ありがとうござ
いました。そして本当に楽しかった！委員長をやって良かっ
たと思っております！。
昨年の6月から毎月一度ＰＴ委員会を開き、私の拙い司会の
中、色々な事業が決まっていきました、5周年くくりの式典に
は参加した事が少なく、どの程度の規模で開催しようか？い
つ開催しようか？どの様な方にお声を掛けようか？と言うところから議論が始まりました。
まずは、規模ですが、30周年記念事業の様に大々的にするのは止めようと決め、他クラブの皆様に告知しない事に
なりました。
次に開催時期ですが、本来なら金澤会長期の終盤時期に開催したかったのですが、次年度初めに京都の地でアジア
大会が開催される事を考慮し1月が良いのではとなり、3クラブ合同例会時にお願いさせて頂きました！。
式典の内容ですが、31期～35期までの会長に登壇して頂き、年度ごとの映像を流して頂きました。次に30周年時に
始めました、西山竹林再生事業の成果と報告、これからのビジョンを安田ＰＴ委員長から解説して頂きました。
第一例会
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ほんの5年前からの事なのですが、映像を見ると懐かし
く感じます。
続いて、35周年記念アクトの授与をさせて頂きまし
た。今回の記念アクトは２つ！、1つは、今年四月に開
校致しますＹＭＣＡ舞鶴校へのモミの木の授与です、
現在は５Ｍ程度の木ですが、これから何年何十年と経
てばきっと素晴らしい記念木となる事でしょう。クリ
スマスにイルミネーションで飾られる姿が今から楽し
みです。もう一つが、平安徳義会の卒園予定者に年一
度のホテルでの例会参加をして頂く事業です。今回参
加してくれた、女子生徒２名ですが、初めは緊張して
いた様ですが、最後には「為になった」と言って頂き
ました。まだまだこれか
ら、我がウエストクラブ
は40年45年と続いて参り
ます！クラブと共に毎日
を丁寧に進んでいきましょ
う！

アジア大会ダンスサークル開設（第一回）
2月2日(日)交流IBC/DBC委員長 中原 一晃

8月のアジア大会、懇親のAPナイトダンスに向け、ホ
ストの京都部メンバーも少しは踊れたほうが楽しいん
じゃない？の声掛けから金澤会長とスタッフさんのボ
ランティアで開催されダンス同好会、今回は初回とあっ
て他クラブから４名、ウエストからも４名の参加、ほ
とんどが初心者とあった、まずはジルバから。初めて
の参加者も１時間半のレッスンで初回とは思えぬ足運
び。この調子ならしっかり踊れるようになります。こ
の先8月まで第一月曜日に開催予定。次回はもっと多く
の参加者で楽しみましょう。
参加者：金澤･DDスタッフ
２名･安田･市橋･中原･福
田メネット・他クラブメ
ン・メネット4名

第一例会（役員会）2月12日(木)
地域奉仕・環境委員長 福田 英生

最初の報告が茂山ファンド委員長の使用済み切手収
集の議題の中で、時間が押しているということで、進
捗しながらできる人は、封筒の切れ端を規定のサイズ
にする切る作業をやってもよいということになったの
で、私も空いた時間にしながら、各報告を聞いている
という異例のスタートでこういうのもおもしろいなと
思いました。さて、私の報告が来た時には、もうすぐ
開催するチャリティーボーリングの報告や、徳義会の
桜まつりの報告をさせてもらって、特に興味のある報
告は舞鶴YMCAの植樹祭やYMCA125周年記念式典の事後報

告などが心に残りました。特にこれからのYMCAに期待
してくださいといわんばかりのご挨拶には感銘を受け
ました。私個人としては大道芸のピーター・フランク
ル氏の熱演や、国松竜次氏のギターリサイタルがとて
もよかったです。私は新約聖書のマンガ版を購入して、
もっとイエスさまをしっかりわかっていようと試みま
しだ。これからの報告で興味を持ったのは、アジア大
会を始め、西日本区大会が大阪で開催するのもお泊り
なので楽しみにしています。この後にある3月の一泊例
会は温泉に興味があります。ゴルフの方は、精一杯頑
張ってください。とまあ今回も盛りだくさんの企画な
ので一つ一つをかみしめていきたいと思っています。

京都YMCA創立125周年式典 2月11日（水）
Yサ・ユース委員長 岩本 敬子

2／1 1（水・祝）
京都YMCA創立125周
年記念式典＆市民フォー
ラムが同志社大学寒
梅館ハーディーホー
ルで開催されました。
天候にも恵まれ、
会員及び一般の大人
子供たち多くが参加しました。10時からの式典の中に、
特別感謝状贈呈があり「賛助会員としての長年にわた
る継続的なご寄附に感謝して」森田ワイズの税理士法
人京都合同会計さんも感謝状を頂きました。
そして、125周年を振り返る映像「京都YMCA歴史・現
在・そして未来」が流れ、白黒からカラーと画面が変
わる時代を感じさせてもらいました。ナレーターの中
に、鈴木ﾒﾈｯﾄが所属する京都YMCA こおろぎさんの協力
や、空撮が2か所。もちろん中原ワイズ提供です。
準備段階で支えてるメンバーがいました。フォーラ
ムは5つほどありましたが、私は14時からのピーターフ
ランクルさんの『21世紀にはばたく国際人になるため
に』と16時からのチャリティーコンサート国松竜次氏
～ギター名曲を弾く～を聞いてまいりました。
京都YMCAは126年目から
のキーワードとして、
「育つ・支える・繋ぐ」
を打ち出しました。
これからもメンバーと
共に維持会員として協力
していきたいと思います。
当日8時半集合で、館内
ボランティアで参加して
いただいたメンバーに感
謝いたします。
参加者：金澤会長・加藤・
野田・福田・牧野・河合・
桂・安田・中原・森田・
草野・福田ﾒﾈｯﾄ・岩本）

大阪西クラブ・Charity Viola Concert 2月15日(日)
書記

野田

泰伸

２月１５日（日）１３時 ホテルクライトン新大阪にて
約９０名の参加によって２月例会が開催されました。
畠平会長による開会宣言と開会点鐘、次に松本西日本区
理事からはチャリティーヴィオラコンサートの趣旨説明が
ありました。東日本大震災のことを決して忘れてしまって
はいけないという思いでこの例会を企画されました。
東日本大震災の被災地に対する大阪西クラブ独自の取り
組みや、ヘキサゴンＤＢＣ当時、共に支援したことも含め、
映像による活動報告をされました。
その後ヴィオラ・岡本麻起子さん、ピアノ・女川加奈さ
んの美女二人による演奏会が始まりました。ヴィオラはヴァ
イオリンと似た楽器ですが、その独特の優しい音色は、人々
を睡魔の世界へと誘い込むものです。岡本麻起子さんから
は演奏の合間にヴィオラの楽器の特徴や構造を丁寧に説明
していただきました。
例会中に集められた献金は、東北支援に役立てられるよ
う松本武彦西日本区理事に手渡されました。
ペンタゴンＤＢＣクラブの皆様と交流できる素晴らしい
例会に参加させていただくことができました。有難うござ
いました！！
（出席者：森田、森田メネット、中原、草野、岩本、
河合、野田）

京都部CSボウリング大会 2月22日(日)
ドライバー委員長 河合 久美子

2月22日（日）しょうざんボウルにおいて、京都プリン
スクラブのホストにて、第12回京都部チャリティボーリン
グ大会が開催されました。京都部部長、地域奉仕環境主査
共に不在のため、小幡京都部会計のご挨拶、始球式にてゲー
ムスタート。ウエストクラブからはメン・メネット合わせ
て8名参加と少な目だったのですが、平安徳義会から子供
達4名（全て女子）と先生１名が参加して下さり、大人・
子供混合してゲームを楽しむことができました。
２ゲーム終了後、中央レーンに一堂に会して行われたク
ラブ対抗のアトラクションでは、ウエストの代表として出
場いただいた角谷ワイズの素晴
らしい投球により、並みいる諸
クラブを抑えて勝ち進みました
が、最後に惜しくも東稜クラブ
に敗れ、準優勝の結果でした。
けれどもウエストクラブにとっ

ては誇らしい快挙でした。続く表彰式では、牧野ワイズが
160位・広報主査賞を受賞、平安徳義会からの参加者にも
飛賞の賞品が当たり、皆さんにそれぞれに楽しんでいただ
けた機会だったのではと思いました。

TOF例会（通算750回）
2月26日(木)
交流IBC/DBC委員 草野 功一

恒例の２月ＴＯＦ例会は、三条ＹＭＣＡを例会場に、金
澤会長の開会点鐘と元気一杯の挨拶、牧野ワイズの司会に
より定刻に開会された。
竹林ＰＴ・アピール（安田）、交流（中原）、ＥＭＣ・
一泊例会（立山）、ドライバー（河合）、Ｙサ（金澤会長）
各委員会報告の後、ＴＯＦタイムに移る。
ＴＯＦ（断食の時）は、世界の飢餓に苦しむ人々のため
に、ある月のクラブ例会の食事を抜きにしてその分を国際
に集め、その年度に定めた支援目標に捧げる奉仕活動であ
るとされている。（ワイズ用語抜粋42．）【後記参照】
ウエストクラブでは、地域奉仕・環境事業委員会が「タ
イム・オブ・ファスト（ＴＯＦ・断食の時）及びファミリー・
ファスト（ＦＦ）を推進する」役目を担っている（クラブ
細則第18条の３第１項）。その委員長である福田英生ワイ
ズが「ＴＯＦと献金について」のテーマの下に、例会当日
の日にちにちなんで、２．２６事件の青年将校よろしく、
日頃の行動信念や考えを元気よく披歴された。
ゲストスピーチは、小倉ひろみゲストによる～歌は生き
る希望 難病と闘いながら～である。全身の倦怠感ととも
にガラスの刺さったような激しい痛みが全身に起こる「線
維筋痛症」という難病指定も受けていない難病の患者さん
である。全国に約２００万人の患者がいるものの、専門医
が少なく、治療法も確立されていないという。
痛みや変調が外見からは分からないため、怠けていると
誤解されるなど周囲の理解も得にくいため、余計にストレ
スがたまるようだ。そんな状況下で、この日も、スピーチ
と自らのハッピーバースデー・タイムで、その一端を披露
された、闘病中の身であることを感じさせない、明るく声
量溢れるアカペラの歌唱を人前で行なうことが、ささやか
な生きがいになっている。参加者一同、何とか少しでも背
中を後押しする力になりたい、との思いにかられたひとと
きであった。メンバースピーチは、久し振りに元気な姿を
見せてくれた期待の星・山田麻紀夫ワイズと正真正銘のニュー
メンバー澤田長利ワイズである。山田ワイズは、家族間の
対話の大切さを、秘書さんゲスト同伴の沢田ワイズは、政
治家を志した熱い思いを、それぞれ語られた。
ニコニコマン中原ワイズの進行によるニコニコタイムは、
大入りお礼の盛況であった。

例会終了後、会場近くの「いなせや」に移り、沢田ワ
イズの歓迎会を兼ねて持たれた食事会は、例会参加メン、
メネ（鈴木・福田・森田メネット）ほとんどの参加を得
て、大いに親睦を深めて、明日のワイズ活動への英気を
養った。
【後記】ＴＯＦ－ＧＰＦ（断食のとき資金）、ＦＦ
（家庭での断食）の意義について、この際改めて、ワイ
ズ用語抜粋42．および英和対照略語表51．20.（ＨＡＮ
ＢＯＯＫ＆ＭＥＮＢＥＲＳＨＩＰ ＲＯＳＴＥＲ 2014
～2015 50頁、53・54頁）ならびに理事通信２月号２頁
「２月の強調月間」などを皆で確認して、理解を深めよ
う！

3月 ＨａｐｐｙＢｉｒｔｄａｙ
安田繁治 1日 福田仁美メネット 1日
中原優子メネット 2日 岩本敬子 8日
角谷多喜治 9日 森田直子メネット 15日
市橋清太郎 22日 茂山智廣 24日
森田恵三 25日
3月 ＨａｐｐｙＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ
林正章・芳美 14日

☆ 金澤期2月役員会☆ （2/12）
司会：市橋書記

Ｗ ＥＳＴ ＮＥ ＷＳ
今期の一泊例会（タラオ温泉＆ゴルフ）で金澤会長が1
0年ぶりのゴルフ！！、角谷ワイズはデビュー・河合ワ
イズは久しぶりのラウンドと言った事で、楽しみ満載の
一泊例会になりそうです。後からのブッチャケトークに
花が咲きそうですね！！（笑）。
ブリテン委員長 安田 繁治

＜報告事項＞
1.BF使用済み切手の収集について

茂山Ex委員長

2.1/24

あそびたおそ会の報告

立山EMC委員長

3.1/31

舞鶴YMCA専門学校へ寄贈の植樹式の報告

塚本35th委員長

4.2/2よりアジア大会へ向けダンスサークルの報告

金澤会長

5.2/11

京都YMCA125周年記念集会の報告

6.2/22

京都部CSチャリティーボウリング大会のお知らせ 福田CS委員長

7.2/26
8.3/1

岩本Ｙサ委員長

ＴＯＦ例会について

河合Dr委員長

京都部チャリティーゴルフについて

野田書記

Ｙ ＭＣ Ａ Ｎ ＥＷＳ
9.3/21～22一泊例会について

立山EMC委員長

10.3/29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

１．第11回かもがわチャリティーラン参加申込開始
11.4/4

３月２日（月）より第１１回かもがわチャリティーラ
ンの参加申込受付を開始します。
協賛のご支援も受付中です。ご協力よろしくお願いし
ます。

平安徳義会の桜祭りについて

福田CS委員長

12.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

13.6/13～14西日本区大会について

市橋書記

14.アジア大会の登録について

市橋書記

15.各種献金の西日本区送金の報告

角谷会計

16.アジア大会Exc委員会進捗報告
17.各事業委員会報告

島田Exc委員長
各事業委員長

２０１ ５年 ３月ス ケジュ ール
＜協議事項＞
1.奈良傳賞の推薦について

3/1

日

ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾞﾙﾌ

7:30

ｻﾞ･ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ

3/5

木

三役会

19:00

京都YMCA

当クラブからの推薦はなし
2.3/14･15

3/12

木

役員会(第一例会

19:00

京都YMCA

金澤会長

ミニバスケット大会の協賛・協力について

3/15のみ人員拠出、協賛金はYサ予算より

岩本Ｙサ委員長

3.京都YMCA125周年記念の献金について

3/14

土

竹林ワーク

9:00

西山竹林

一泊例会

後報

タラオ

議案事項へ

3/21・22 土日

金澤会長

4.FF(ファミリーファスト)献金の取り扱いについて
次期へ継続審議

3/29

日

ﾁｬﾘﾃｨｰﾀﾞﾝｽﾊﾟﾃｨ

13:00

金澤会長

ﾗﾎﾟｰﾙ京都
＜役員会議案＞ 議長金澤会長

２０ １５年 ４月ス ケジュ ール

議案１

京都ＹＭＣＡ125周年記念の献金をクラブから35万円拠出する。

財源はクラブ35周年記念アクトの一環とし、ファンド基金を取り崩す。
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→承認

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。

