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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

語

国際会長 W ic h ian Bo o n m apajo rn (タイ)
主題 ”Misson with Faith”(信念あるミッショ ン)
「言葉より行動を」
アジア地域会長
Edward K.W. Ong（シンガポール）
主題 ”Through Love, Serve”(愛をも って奉仕をしよう )
西日本区理事 遠藤通寛 (大阪西）
主題 ”You can do it！Yes,you can！”
「 あなたならできる！きっとできる」
京都部部長 高田敏尚 (京都クラブ）
主題
｢いつも 喜んでいなさい」

西日本区強調月間
Menettes
メン、メネットの皆様、たくさんのメネットに例会参
加を呼びかけてください。楽しい例会にしましょう。
遠藤典子メネット事業主任
今 月 の 聖 句
平和を実現する人々は、幸いである。その人たちは神
の子と呼ばれる。
マタイによる福音書５章９節

会

PRES ENC E

第３６代

〜役目を果たそう、楽しみながら〜

会長主題

アジ ア大 会を 終え て

⻑

加藤秀⾏

副会⻑

角谷多喜治

書

記

安平智史・藤居一彦

会

計

⽴山隆一

大会エクスカーション実行委員長

島田博司

約1年と数ヶ月の準備期間を経たアジア地域大会が閉幕しました。
私自身、ＨＣＣ委員会 エクスカーション委員会委員長というお役を頂戴しこの大会に臨んだわけですが、思い返せば
第一回エクスカーション委員会を開催してから約2ヶ月後には委員会でのプラン決定。その1ヶ月後にはＨＣＣ委員会で
のプランプレゼンという当初よりフルスロットルでの委員会活動でした。プラン決定後はゆっくりできるのかと思いき
や、各プランの下見や予算決定。その他言い出すときりの無いくらいの濃い内容。この猛暑での野外観光という最悪の
条件にもかかわらず、事故もなく怪我もなく無事京都観光を終えたことは偶然なんかじゃなくやはりこの濃い準備期間
を真剣に、そして楽しく委員会が開催できたことがこの結果につながったのではないかと確信しています。
今回は自クラブだけで委員会を形成するのではなく、森田実行委員長の当初から熱望されたクラブの垣根をこえて協
力し合うという想いから、みやびクラブさん、洛中クラブさんの協力を得て委員会を形成したわけですが、終ってみれ
ば今まで以上にＷＲＭの結束が強くなったのではないでしょうか。
各プランの現地に同行して下さったスタッフのみなさん、本当に暑い中ご苦労様でした。
スタッフの皆さんには、出発直前のプラン変更の申込や、キャンセルの申込。そしてバスがトラブルにより急遽タクシー
に変更になったにもかかわらず、柔軟に対応していただき、私自身その時はふらふらになりながらも本当にみなさんの
対応救われました。
送り出すときのあの重苦しい雰囲気。（この猛暑の中、本当に外に出るの？っと言わんばかりの…。そして集合時間よ
りも参加者が勝手に早く来て待っているにも関わらず、出発時間は定刻なのに、どんなけ待たすの？と言わんばかりの
…。）かなり屈折していますね私…。でもバスやタクシー乗車直前に凍らせたペットボトルを「熱中症対策にお持ちく
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ださい」とお渡しすると皆さんの少しほころんだ表情
を感じながらお見送りし、私はその後、縁日に参加し
たのですが、縁日会場では海外の方も大人も子供もそ
してスタッフもどの場面でもどの会場でも笑顔・笑顔・
笑顔…。日本の夏祭りをお楽しみいただけたのではな
いでしょうか。
帰って来られた野外プランのみなさんに、怖々「いか
がでした？」とお聞きしたところ、良かった。楽しかっ
たです。覚悟していたより暑くなかった。とお聞きし、
ほっ…。
聞けば一番懸念していた能プランで打ち水や植栽にス
プリンクラーなどで水をまいていただいたおかげで風
が吹くと涼しかったとか？これもスタッフの皆さんの
「おもてなし」の賜物だと心より感謝です。
3日目の閉会式で3日間の大会を振り返る広報委員会さ
ん製作のエンディング映像（大会3日間のハイライト映
像）をみて感動のあまり涙が出そうになりました。
（充実していたからかな）そこにはユースの若者たち
の楽しそうな笑顔がたくさん映し出されていただけに、
ユースのみんなに見てもらいたかったなぁ…。大人の
勝手で…。とまぁいろいろあったアジア大会ですが、
みなさんよりも私自身、数十倍も楽しむことができ、
思い出に残る大会となりました。

ぱい顔を見るなり、やぁやぁやぁ。これぞワイズと感
じる瞬間です。お久しぶりです。ん？そうやった？前
回IBCは４月。台北DTクラブの４０周年記念例会にお邪
魔していました。５か月とは思えない新鮮な雰囲気で
す。大会の開会寸前の昼食IBC交流のためお酒もほどほ
どに。の、つもりもいつものごとく・・・台北メンバー
は相変わらずのパワー全開！3年前のIBCでもこちらの
お部屋を使わせていただきました。天ぷら、湯豆腐を
堪能し猛暑の中、ウエスティン都の大会会場まで歩き
ました。 参加者：加藤・草野・角谷・桂・市橋・野
田・君子メネ・中原 台北20名

京都 ウエス トゴ ルフ 同好会
8 月１４ 日お 盆真 っ只中 ！ラ ウン ド！
立山リーダーを始めとするウエストゴルフ同好会を
大甲賀ＣＣ油日コースで開催致しました。
メンバーは立山ワイズ、島田ワイズ、安田ワイズ、林
ワイズ、渡邊ワイズ、佐治ワイズ、そして塚本の7名、
皆様の日頃の行ないのおかげか天気も上々！楽しいゴ
ルフとなりました。ベストグロスは渡邊ワイズ！1人８
０台をマーク流石です！年間数回しかありませんが、
楽しみなゴルフです！因みに優勝は塚本でした＾＾

平 安 徳 義 会 夏 祭 り 8月 23 日 (日 )
アジア大会開会直前 ７月31日(金)

岩本敬子

IBC台 北 ダ ウ ン タ ウ ン ク ラ ブ と の 昼 食 会
中原一晃交流委員長

7/31第２６回アジア大会の朝です。ホテルを出発され
ましたので、お出迎えよろしく。加藤会長からの連絡
は地下鉄蹴上駅から地上に出た時でした。岡崎八千代
さんの玄関に立ち次々とお越しになる台北ダウンタウ
ンのいつものメンバーを迎えます。どなたも元気いっ

8月23日（日）徳義会にて、快晴の夏祭りが開催され
ました。乳児院長の吉田先生より「2年続けての雨でし
た。3年分楽しんで下さい。」との開会のお言葉があり
ました。続いて加藤会長が挨拶に。終えてホットされ、
屋台に戻ってきました。
ウエストクラブは、恒例の焼きそば、フランクフルト、
わらびもち、ヨーヨー釣りの参加です。今回は、前年
より約3割増しの材料を委員会で用意しました。人気の
フランクフルトは塚本ワイズと、佐治ワイズ、わらび
もちは福田ワイズ､和君が、ヨーヨーは市橋ワイズと森
田ワイズ。すべて完売。そして、立山ワイズと安平ワ
イズが、ひたすら鉄板に向かい汗だくでの活躍した焼
きそばでしたが時間切れで、完売とはなりませんでし
たが、よく頑張りました！来年焼きそばの数量に関し
ては、検討すべきでしょう。徳義会さんの子供たちも
手伝って交流も取れた事もよかったです。来年も晴れ

ますように。
加藤・安平・立山・角谷・森田・森田ﾒﾈｯﾄ・山本・塚本・
市橋・福田・佐治・牧野・野田・野田ﾒﾈｯﾄ・ｺﾒｯﾄ3名・孫
ﾒｯﾄ・岩本

納 涼 例 会 8 月 27日 (木 )
EMC委員長

林正章

8月27日 ロイヤルホテル&スパで、ウエストメンバー+
西日本区理事を含むビジター+ゲスト14名、多数の参加で
納涼例会を行いました。岩本ワイズの軽快な司会で始ま
り、ゲスト紹介、川上主任の『ロールバックマラリア献
金について』のお話。乾杯と食事しながらの歓談。
今回のメインは、『ロールバックマラリア献金 チャリ
ティーオークション』
です。司会はウエスト誇る「塚本＆山本ワイズ」。当然、
盛り上げてくれますね〜！30数点の商品を時間かけて、
おもしろおかしく競りにかけていきます。（裏方は時間
が押していたのでマキで！と言っていましたが・・・）
名司会は時間ぴったりに売り切り8万近くの献金が集まり
ました。
全額、西日本区地域奉仕・環境事業に寄付いたしまし
た。
今回お越しのゲストは前向きな方が多く、入会の話も
出ていました。
『加藤会長の開会点鐘』鳴らしてない疑惑は最後まであ
りましたが、楽しく有意義な例会でした。

ることになり、治療に専念するため、元気になって戻っ
てくることを約束して、広義会員になられました。その
後、がんの転移が見つかり、抗がん剤などの治療を続け
てこられましたが、その甲斐なく、復帰することはかな
いませんでした。お亡くなりになる前日まで、お仕事に、
生まれたばかりのお孫さんと遊んだりと、充実した生活
を送られてたとの事。容体の急変で突然のお別れとなり
ました。
とても人当りが穏やかで、だれからも愛された野々口
ワイズ、ただただ、さみしく、残念でなりません。
メンバー一同、心よりご冥福をお祈り致します。

野々口ワイズのワイズ略歴
2002年1月 入会 スポンサー桂ワイズ
2004年7月～2005年6月 クラブ会計
2005年7月 一身上の都合で退会
2012年5月 再入会 スポンサー市橋ワイズ
2013年7月～2014年6月 クラブ書記

ＹＭＣＡ

ＮＥＷＳ

１．スマートなおとなのための⾞いす介助講習会
基本的な⾞いすの構造や介助方法、⾞いすの方への対応の仕方
などを参加者全員に実際に体験をしていただき、介助の基本を
学びます。
日時：９月２８日（月）午後１時〜３時
場所：
参加費：

京都ＹＭＣＡ 三条本館地階マナホール
３００円

※当日、受付にてお支払いください。

２．京都ＹＭＣＡ創⽴125周年記念募⾦９月末までです。
昨年６月より募集を開始しました京都ＹＭＣＡ創⽴１２５周年
記念募⾦の締め切りが９月末までとなっています。皆様からご
協⼒いただいた募⾦が８月２０日現在で１４７３万円となって
います。
既に多くのワイズメンに個人や会社の名義等でご協⼒いただい
ていますが、まだという方は目標に少しでも近づくようにご協
⼒お願いします。下記口座へのお振込みでも、受け付けに直接
お持ちいただいても結構です。なお、京都ＹＭＣＡへの寄付は、
寄付⾦控除の対象となります。

追悼 野 々口 佳孝 ワイ ズ
京都ウエストクラブメ
ンバーの野々口佳孝ワイ
ズが2015年8月23日に昇
天されました。享年57歳
でした。
2013-14年度、当時、
塚本会長期の書記として
活躍されていた最中、も
うすぐ期も終わり、次期
に引き継ぎというところ
で、すい臓がんが見つか
りました。すぐに手術す

振込先：京都銀⾏ 本店 普通口座721365 京都ＹＭＣＡ
ゆうちょ銀⾏ 郵便振替 01030-6-733 京都ＹＭＣＡ
３．第５回ＡＩＤＳ文化フォーラムｉｎ京都 プレイベント
ワトト・コンサートツアー２０１５エイズや内戦で親を失った
ウガンダの子どもたちによるアフリカン・ゴスペルコンサート
です。愛と希望に満ち溢れた歌とダンスを皆さんにお贈りしま
す。
日時：９月２９日（火）午後６時３０分〜８時
場所：
参加費：

京都府⽴府⺠ホール アルティ
無料（要申し込み）

申し込み：（ＴＥＬ）０７５－２３１－４３８８

8月オープン役員会兼第一例会（通算762回例会）8/20

司会 安平書記
市橋ブリテン広報委員⻑

議事録製作者
＜報告事項＞
1 ⻄日本区Yサ・ユース主任 河合ワイズ任命状、京都部PR委員
中原ワイズ 委嘱状 授与
2 7/12サバエキャンプ場開設ワークの件
ウエストはトイレの清掃、食堂周り・ベンチのペンキ塗り、ケビ
ン1棟の清掃を⾏う。ノルマをこなした後で、予定にない浜の清
掃を求められ、猛暑の中、厳しいワークだった。 牧野Yサ委員⻑
3 7/15・16 祇園祭清掃ボランティア報告
東稜クラブさんが協賛されている。中原ワイズと2名で宵宵山に
参加。京都市のバックアップがあり、多くの学生ボランティアが
参加していた。
4 7/23 キックオフ例会報告
加藤会⻑以下、三役、委員⻑の所信表面をメインに⾏われた。
5 7/31 台北ダウンタウン 昼食交流会 報告
岡崎 八千代にてアジア大会開幕直前に昼食会を⾏う。京都ウエ
ストの顔写真入りのメンバーリストを準備してなかったのが反省。
空港から京都への移動方法、宿泊先の変更など、通達なしでの変
更が多かった。
6 7/31-8/2 アジア大会 エクスカーション報告 次月に延期
7 8/5 あそぼ会inしょうざん 報告
メンバー9名が参加。野田ワイズのご紹介で会場は大変雰囲気が
よく、価格もリーズナブル。
8 8/23平安徳義会夏祭りについて
集合15時、委員でそれまでに買出しを⾏う。本日9時から委員会
を⾏う。
9 8/27 納涼例会について
18:30開始。メインのオークションの出品数が現時点で9点しか
ないので、是非出品をお願いしたい。川上CS主任のスピーチ、遠
藤理事の登録あり。徳義会職員5名の参加。ゲストはまだまだ募
集中。10 すいかファンド報告
20個完売、収益は9000円 安田ファンド委員
11 ポテトファンド告知
今回から価格改定を⾏う。ポテト2000円、かぼちゃ2400円に値
上げ(それぞれ200円up)。かぼちゃ2個とたまねぎの詰め合わせ
を新商品として追加。価格は2400円。
10月17日に配達ワーク予定。
新商品について、ポテトも入れて、3種類詰め合わせにできないか
という意⾒あり。
12 9/5-6 カレー合宿＆リトセンワークについて
現在メンバー11名、コメット1名の参加予定。5日の夕方16時頃
集合、カレーの仕込みを開始。夕食はケータリングを手配、夜に
は河合Yサ主任のスピーチあり。 牧野Yサ委員⻑
13 35周年記念誌について
8/12に委員会開催、内容は30〜35年の内容をメインにする。会
員登録カードの更新をして、各人の役職を把握し、記念誌に載せ
る。メンバー全員のコメントも掲載予定。 中原交流委員⻑
14 各事業委員会報告
EMC：ホテルを出ての例会を企画中。
桂ワイズ：とうもろこしの試験販売(ファンド)を実施
会計：会費の納入がまだ17名。早急に納入お願いしたい。
＜協議事項＞なし
＜他クラブ関係＞
1 各部会について
9/5六甲部 9/12阪和部 9/19中⻄部 9/26中部 10/10びわこ
部 10/17九州部 10/31瀬⼾山陰部 11/1京都部 11/14⻄中
国部
2 仙台⻘葉上クラブの清水ワイズよりお便り
被災者を元気にするために宮城県代表の仙台育英高校が東北初の
優勝をめざし、快進撃。被災した部員もがんばっている。
これを祈念して、東日本区の新クラブ発足基⾦(YES基⾦)を活用
して石巻でクラブを発足したい。是非、基⾦への募⾦をお願いし
たい。→議案へ
３ プリンスクラブより例会のお知らせ。9/2、19時より京都グラ
ンドプリンスホテル￥5000
参加希望者は藤居書記まで
４ 舞鶴ワイズメンズクラブ模擬例会のご案内
9/19(土) 17時〜舞鶴YMCAにて 京都からマイクロバスあり。
詳細はメーリングリストで。
＜京都部関係＞
1 8/28 広報懇談会
京都YMCA 三条本館 PM7:00〜
中原、市橋、⾦澤、角谷、安平ワイズが参加、中原ワイズがスピー
カーをされる

9月 ＨａｐｐｙＢｉｒｔｄａｙ
野々口佳孝 7日
ＨａｐｐｙＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ
福田英生・仁美夫妻

9月

ポテトワイズポテト・カボチャ販売の
お知らせ

今年も京都ウエストクラブでは北海道十勝から
直送のじゃがいも、かぼちゃを販売します。
ジャガイモ ￥2,000/10kg
カボチャ2個と玉ねぎ ￥2,400/合計10kg
カボチャ ￥2,400/10kg
お渡しは10月24日以降の予定です。
詳しくは当クラブ ファンド委員⻑ 渡邉まで！
watanabe@jteck.jp

9月号のお詫びと訂正
9月表紙の「⻄日本区強調月間」のコメントで誤っ
て7月の内容を掲載しておりました。
正しくは「Youth activities－若者(ユース)

に、YMCAやワイズメンズクラブについてもっ
と知ってもらい、互いに連携のできるプログ
ラムを推進しましょう。－河合久美子 Ｙサ・
ユース事業主任」でした。

お詫びして、訂正いたします。

編集後記：8月末に京都部の広報懇談会があり、
ブリテン・広報委員⻑として出席してまいりま
した。最新のホームページの活用から、アナロ
グツールの⾒直しまで、勉強になりました。特
にうちのクラブのブリテンもそうですが、紙媒
体で発⾏する意義についても続けていく大切さ
を再認識しました。
by編集⻑

２０１ ５年９ 月スケ ジュー ル
9/3

木

三役会

19:00

京都YMCA

9/5･6 土日 リトセンワーク

(前泊)

リトセン

9/10

木

役員会(第一例会

19:00

京都YMCA

9/13

日

竹林ワーク

9:00

西山竹林

9/24

木

メネット例会

19:00

ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ&ｽﾊﾟ

２０１ ５年１ ０月 スケジ ュール
10/1

木

三役会

19:00

京都YMCA

10/8

木

役員会(第一例会

19:00

京都YMCA

10/22

木

第二例会

19:00

10/24

土 ポテト配達ワーク

ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ&ｽﾊﾟ
＜議案＞
議案１ 東日本区のYES基⾦に震災支援ファンドより10,000円を拠
出する。(宮城県石巻にクラブ新設の為） 承認
＜総会議案＞議⻑：⾦澤直前会⻑
議案１ 35期会計報告を承認する。
議案２ 35期事業報告を承認する。

8:00

丸進運輸

この会報誌はやましな工房（山科共同作業所）の協力で製
承認
承認

本してい ます。

