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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

評価・計画

今年度の活動目標がどこまで達成できたかを振返り、

達成と未達成の原因を探り、この振返りの成果を次

年度の活動に活かそう。

西日本区理事 松本武彦

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

互いに愛し合いなさい。これがわたしの命令である。

ヨハネによる福音書 １５章１７節
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前月累計

第二例会

78000円

円

会 員

広義･功労

特別ﾒﾈ ｯﾄ

出席率96.6％

ﾒｲｸｱｯﾌﾟ含む

前月出席率

89.7％ 25名 31名 78000円
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コメット

ゲ ス ト

ビジター

広義会員

Club Office

京都ＹＭＣＡ本館

〒604 中京区三条柳馬場角

TEL(075)231-4388

前 月 累 計 705946円

0円
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先般行われたウエストクラブYサ例会においては、貴重な例会

の時間の一部をいただき、次期西日本区Ｙサ・ユース事業に関

するお話の機会を設けていただきましたことに感謝いたします。

西日本区大会も目前に迫り、役員交代式が終われば、いよいよ

次期が本格的に始動するのだなという想いを、今現在、新たに

しているところです。

思い返せば昨年５月、京都部Yサ・ユース事業主査を拝命して

おりました際、後はチャリティランを残すのみで主査のお役目

もほぼ終了…とほっとしておりましたところ、西日本区主任に

とのお話をいただきました。私はこれまでYMCAに対してとりわ

け熱心であった訳ではなく、リーダーの経験もなく、ユースに

格別の想いを寄せていた訳でもなかったため、主任の大役が務

まるのかと随分悩みました。他にもっと適任な方がおられるのではないかと…。けれども、せっかく私にとお声掛け

をいただき、こんな私でも何かお役に立てることもあるかも知れない、ウエストクラブにとっても主任輩出には意義

があるのではと考え、お引き受けさせていただくこととしました。あれから１年、遠藤次期理事をはじめ、素晴らし



いキャビネットの皆様とご一緒させていただき、ウエ

ストクラブや多くのワイズメンの皆様にお支えいただ

き、準備を進め、何とかスタートを切れそうな今日こ

の頃であることに心から感謝しています。

次期西日本区Yサ・ユース事業の主題は、「今こそ

Ｙサ力 アップ！ ～YMCAとともに ユースとともに

確かな未来を」とさせていただきました。混迷の時

代において、今こそワイズメンは、YMCAと力を合わせ、

一歩前へ進んで、より深く諸問題とかかわっていく必

要があるのではないかと考えています。各地域におけ

るYMCAやワイズメン、ユースのそれぞれの実情を踏ま

えつつ、「Ｙサ力アップ」を一つのキーワードとして、

意識を高め、西日本区全体のYサ・ユース事業をいっそ

う盛り立てていけるお手伝いができればと考えていま

す。クラブの皆様には何かとお世話をお掛けいたしま

すが、Yサ・ユース事業に対しより一層のご理解をいた

だき、更なるご協力をいただけましたら幸いです。

５月１４日木曜、三条ＹＭＣＡにて５月役員会第一

例会が開催されました。報告事項の内容として、竹林

ワークとタケノコ堀り、ＢＢＱの報告、台北ダウンタ

ウン訪問旅行の報告、リトセン夜桜フェスタの報告と

続き、後半次期事業委員会の配属の発表もありました。

協議事項ではまず始めに、チャリティーダンスパーティー

の収益金の用途と今後について。用途についてはウエ

ストクラブ有志の団体での訪問旅費に使う、もしくは

仙台クラブの方にご希望をお問い合わせしてみる、な

どの意見が出されました。今後の継続については、金

澤会長と次期会長に一任するとのこと。続いて竹林事

業の今後について、今後も年に何回か行い、いずれか

の日曜日にイベントを開催する。これまでは地域への

発信が不足していた感があり、事後報告として竹林ブ

リテンを発行してはどうかとの意見が出されました。

最後にサバエキャンプ場のライフジャケットの更新

の件では、予算的に厳しいこともあり、他クラブにも

協賛の声をかける必要があるのではとの結論が出まし

た。最後に６月の行事予定の発表があり、終了致しま

した。

5月１6日（土）京都ホテルオークラに於いて、京都

エイブルクラブ２５周年記念例会が開催されました。

砂地会長の開会点鐘で記念式典式が始まりました。ワ

イズソング、賛美歌斉唱、会長、来賓の方々の挨拶、

その後、京都YMCA１２５周年記念募金の贈呈が行われ、

厳粛な雰囲気で式典が進んでいきました。式典後の懇

親会は、石見神楽「大蛇」の舞が披露で幕が開き、DBC

締結クラブの富士クラブ樫村好夫会長の乾杯の祝宴が

始まりました。IBC韓国チョドクラブ会長ご夫妻、メン

バーの方々の心の温まるお祝いのメッセージを、また

サポート先の施設「こもれび」様は感謝の言葉が送ら

れました。またスクリーンでは日頃のクラブの活動の

様子が紹介されました。設立以来、宇治を拠点に、地

域に密着したクラブ独自の奉仕活動を継続して２５年

間行っておられます。奉仕活動の基本を忘れることな

く、地に足のついた奉仕活動を継続して行っていくこ

との大切さを改めて実感いたしました。また懇親会で

は、多くのワイズメンの方々と交流の楽しみ、有意義

な時間を過ごさせていただきました。とても心に残る

記念例会でした。

参加者は役１９０名、ウエストからは７名の参加でし

た。

ウエストクラブ参加者

金澤会長、桂直前部長、河合ワイズ、岩本ワイズ、

安田ワイズ、福田ワイズ、牧野ワイズ

平成27年5月17日（日）に開催されました「かもがわ

チャリティラン」は、天候に恵まれ、主催者・協力者・

参加者全員で熱い1日を過ごしました。今年もウエスト

からは市橋ワイズ・市橋ワイズの妹さん。そして平安

徳義会からも子供達が参加し、ウエスト応援団（サポー

ト中心メンバー）も大きな声で声援を送りました。

声援の甲斐があって、市橋ワイズの妹さんは女子第３

第一例会（役員会） 5月14日（木）

ＥＭＣ・ドライバー委員 藤居 一彦

エイブルクラブ25周年記念例会 5月16日（土）

地域奉仕・環境委員 牧野 万里子

かもがわチャリティーラン 5月17日（日）

会計 角谷 多喜治



位の成績を収めました。（ちなみに、昨年も女子第３位

だったそうです）

ウエストブースの「わらび餅」もまずまず売れ行きで

した。当日は気温も高く、冷たいものが人気を集めてい

たような気がします。

岩本Ｙサ委員長を中心とした参加メンバーの息の合っ

た受付作業の手際の良さは、我がクラブの誇りであり、

大変楽しい一日を過ごさせて頂きました。

平成２７年５月２８日木曜日に京都ロイヤル＆ホテル

スパで通算７５６回例会が開催されました。

今回の司会は、福田ワイズ！声が大きくて、なかなか

特徴のある司会進行で和やかな雰囲気の中、進行をされ

ていました。

金澤会長の開会点鐘で始まり、１年を振り替えるお話

をされておりました。本当に１年間は早いと感じながら

聞いておりました。

今回は、京都クラブより合田次期会長・金澤次期京都

部会計・鍵谷部会実行委員長が来られ、澤田ワイズの紹

介で上蔵府議会議員の合計４人のゲストが参加頂きまし

た。

京都クラブからは、京都部部会のPRをされて、またま

たPC操作失敗の記憶が蘇りました（汗）

上蔵府議会員のお話しは、政治や、土地により呼び方

などの違いなど普段聞けない

ような事をお話しされていま

した。 しかし、ここの所

なかなか参加が出来ていなく

て、今回の例会が久々の参加

でしたが、メンバーの皆さん

の温かさを凄く感じました。

この１年も、何かと忙しく

拘束される事が多くなかなか

お力にはなれないですが、参

加出来る時は参加致しますの

でこれからも宜しくお願い致

します。

第二例会翌日の５月29日（金）、京都部交流活動慰労

会が、串ばる炭焼「ろまん家」御所南店で開催された。

出席者は、笹山交流事業主査（パレス）、佐古田次期国

際・交流事業主査（ＺＥＲＯ）その他、11クラブ計17名

であった。

定刻の午後７時キッカリに開会、参加各クラブからの

活動報告と主査コメントが行われた。その中でも、十勝・

台北ＤＴクラブ交流、台北ＤＴクラブ40周年記念例会訪

問、大阪西クラブ主催の木器窯スプリングフエスタ参加

という、中原委員長によるウエストの今期ＩＢＣ・ＤＢ

Ｃ活動状況の簡にして要を得た報告と総括は、出色であ

り、笹山主査からも大いに評価された。また、参加クラ

ブ中、唯一、金澤会長、中原委員長、草野委員の計３名

揃い踏みの出席であることでも、目立っていた。

ただ、ＹＥＥＰ受入れの先駆であるウエストクラブと

して、出席クラブの報告中、２クラブが関与しているＳ

ＴＥＰプログラム（ユース短期交流事業）に対する取り

組みが今後の課題であると感じた。

本年度の第一回交流事業委員長懇談会と異なり、各ク

ラブからの一巡報告後、その名にふさわしく、笹山主査

発声により、直ちに鶏しゃぶ飲み放題コースによる慰労

会に移り、会長、交流委員長ら手頃な人数の出席メンバー

同士が膝詰談判ならぬ、忌憚なく語り合い、懇親交流の

実を深めた。

ところで、周知のとおり、今期京都部の交流事業を取

りまとめた笹山直世主査は、笹山信泰・元ウエストメン

バーのコメットである。私は、ウエストのＩＢＣ委員

（長）であった1984年１月と85年４月当時、鍾路（チョ

ンノ）クラブ間の（現ＳＴＥＰ事業に当たるともいえる）

リング（コメット）・ホームステイ交流事業として、ク

ラブのコメットを韓国へ引率していた一員であった。

参加コメットの中には、当時、中学生であった森田ワ

イズや私のコメットらとともに、直世コメットも含まれ

ていた。この日の慰労会で、笹山主任は、私に対し、厳

寒のソウルを訪問した際の失敗・苦労や楽しかった出来

事、体験が、今日ワイズメンとして立派に成長し活動し

ている笹山主任にとって、ワイズ活動や交流事業活動の

原点になって活きていることを熱く語られた。

現役ワイズメンとしてクラブに在籍してこそ味わえる

感激とともに、海外へ行くことが少々おっくうになった

我が身の現況とが交錯し、複雑な思いにも駆られた。

第二例会 5月28日（木）

Ｙサ・ユース委員 佐治幹生

京都部交流慰労会 5月29日（金）

交流ＩＢＣ/ＤＢＣ委員 草野 功一



１．ネパール大地震緊急支援募金 受付期間中

また以下の期間中、ネパール大地震緊急支援募金を受け

付けております。皆様のあたたかいご支援・ご協力をお

願いいたします。

受付期間： ５月７日（木）～６月３０日（火）

募金方法： 京都ＹＭＣＡの１Ｆ窓口にお届けいただく

か、郵便振替でご送金ください。

≪郵便振替の場合≫

口座番号： ０１０５０－７－１９１３２

加入者名： 京都ＹＭＣＡ奉仕活動基金

※通信欄に「ネパール大地震」とお書きください。

２．京都ＹＭＣＡリトリートセンター ホタルのゆうべ

皆さまでバーベキューをしながら、リトリートセンター

のホタルを観賞して初夏の夕べを楽しみましょう。皆さ

まのご参加、お待ちしております。

日 時： ６月１９日（金）午後７時~９時３０分

集合・解散：京都YMCAリトリートセンター（宇治市ニ尾

宇川１８）

参 加 費： おとな（中学生以上） ２，０００円／

小学生 １，５００円／ 幼児 無料

※参加費は当日、リトリートセンターにてお支払いくだ

さい。

※当日は宿泊も可能です。（要事前予約）

定 員： ３０名

お問合せ・お申込： 下記までお願いいたします。

（申込締切：６月１２日（金））

京都ＹＭＣＡリトリートセンター事務局

ＴＥＬ ０７５－２３１－４３８８

Ｅ－ｍａｉｌ ritcen@kyotoymca.org

２２２２００００１１１１５５５５年年年年７７７７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

7/2 木 三役会 19:00 京都YMCA

7/9 木 役員会(第一例会 19:00 京都YMCA

7/6・27 月 ﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙ 19:30 京都YMCA

7/11 土 西山竹林 9:00 西山竹林

7/12 日 ｻﾊﾞｴ開設ﾜｰｸ 9：00 ｻﾊﾞｴｷｬﾝﾌﾟ場

7/23 土 ｷｯｸｵﾌ例会 19:00 ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ&ｽﾊﾟ

6月 ＨａｐｐｙＢｉｒｔｄａｙ

林芳美メネット 1日 佐治幹生 3日

阿部和美メネット 2日 渡邊昌嗣 3日

島田博司 4日 山田麻紀夫 7日

草野功一 11日 塚本勝己 30日

ＨａｐｐｙＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ

吉川忠・香絵 1日

島田博司・由美子 2日

２２２２００００１１１１５５５５年年年年６６６６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

6/1,29 日 ﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙ 7:30 京都YMCA

6/4 木 三役会 19:00 京都YMCA

6/11 木 役員会(第一例会 19:00 京都YMCA

6/13,14 土日 西日本区大会 後報 大阪南港

6/20 土 引き継ぎ例会 18:00 ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ&ｽﾊﾟ

6/28 日 ﾘﾄｾﾝ開設ﾜｰｸ 9：30 ﾘﾄﾘｰﾄｾﾝﾀｰ

ＹＹＹＹＭＭＭＭＣＣＣＣＡＡＡＡ ＮＮＮＮＥＥＥＥＷＷＷＷＳＳＳＳ

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。。。。

☆☆☆☆ 金金金金澤澤澤澤期期期期5555月月月月役役役役員員員員会会会会☆☆☆☆ （5/14）

司会：市橋書記

＜報告事項＞

1.4/11 竹林ワークと4/26(日)たけのこ掘り＆BBQの報告

安田竹林PT委員長

2.4/17～19 台北ダウンタウンクラブ訪問旅行の報告 中原交流委員長

3.4/19 リトセン夜桜フェスタの報告 岩本Yサ委員長

4.4/23 Yサ例会の報告 河合Dr委員長

5.4/29 木器窯スプリングフェスタの報告 中原交流委員長

6.京都ウエスト次期役員研修会について(5/16 15時～) 加藤次期会長

7.アジア大会ダンスサークルの報告(4/20,5/11)と今後の予定(6/20)につ

いて

8.5/17 かもがわチャリティーランについて 岩本Yサ委員長

9.アジア大会Exc委員会進捗報告 茂山書記長

10.4/24 舞鶴ワイズメンズクラブ設立を考える会の報告

11.6/20 引継ぎ例会準備の進捗 安田PT委員長

12.次期事業委員会の配属の発表 加藤次期会長

13.5月開催予定の総会の延期について 加藤次期会長

14.各事業委員会報告 各事業委員長

＜協議事項＞

1.チャリティーダンスパーティーの収益金の用途について(東日本大震災

復興支援における) 金澤会長

用途については仙台YMCA等の現地の要望を再確認するなど。

ダンスパーティーの今後の継続については金澤会長と次期会長に一任す

る。

2.竹林事業の今後の活動について 安田PT委員長

今後も年に何度か活動し、イベントも日曜日に開催する。地域からはもっ

と長岡京市にアピールしてはとのご意見。これまでは発信が不足してい

た感。事後報告を竹林ブリテンとして地域のの方々に。

3.サバエキャンプ場のライフジャケット老朽化による更新のお願いの件

加藤次期会長

予算的に厳しい。タイミングが悪い。ライフジャケットにこだわる必要

は低い。ウエストが無理してやるよりも、他クラブの支援でもライフジャ

ケットが更新されることが重要。YMCAには岩本Yサ委員長より断りを入れ

る。

＜他クラブ関係＞

1.5/16 エイブルクラブ25周年記念例会 野田書記

2.東日本区大会について 野田書記

森田ワイズが参加予定。

3.6/6ZEROクラブ主宰チャリティーライブについて

＜ＹＭＣＡ関係＞

1.京都YMCAネパール大地震緊急街頭募金について 野田書記

阿部主事より、５月１０日３か所にて、１２９，６７２円。

2.京都YMCAネパール大地震緊急支援募金のお願い6/30まで 野田書記

京都部関係

1.次期京都部部会について 野田書記

１１月１日、オークラホテルにて。京都ワイズメンズクラブが主催。

2.5/29京都部交流事業懇親会について 金澤会長

金澤会長、草野ワイズ、中原ワイズが参加予定。


