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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」
西日本区強調月間
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」

BF ・EF
国際組織であるワイズを再認識し、世界の動きに即
した活動をしましょう。
中井信一
今 月 の 聖 句
私が命のパンである。私のもとに来る者は決して飢え
ることがなく、私を信じる者は決して渇くことはない。
ヨハネによる福音書６章35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

国際・交流事業主任

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

長年 にわ たる メネ ット 活動 を顧 みて

森 田直 子メ ネッ ト

メネットの活動も時代の流れと共に随分様変わりしてまいりました。
私が、メネット事業主任を務めた１９８８年日本区はまだ東西に分かれておらず、北海道から九州まで各部会を訪れ
たことが、懐かしく思い出されます。その時書記として支えてくださったのが、鈴木けい子さんと、キャピタルクラブ
の岡本都さんです。その絆が今も繋がっていることを嬉しく思っています。
ワイズの大会で久しぶりにお会いする懐かしい方々との出会いは本当に楽しいものであり、何物にも代えがたい私の
宝です。
今年２２年間の保護司定年を無事に終えられたのもメネット活動に拘わった種々の体験が根底にあったように思いま
す。
私の願いはメネットもワイズの活動に参加し、理解し奉仕の喜び、達成感をメンと共に味わってほしいということです。
機会があればもっと参加してみてください。ボランティアの心得は自分が体験することです。メネット会としての役割
を与えられればまた活動の輪が拡がるのではないでしょうか。メネット会の戸が閉じられつつあることを憂いている昨
今です。
クラブが不滅であるにはタスキを受け継ぎ次世代に引き継ぐこと、そしてリーダーが必要であり、そのリーダーを援護
する人も必要です。人材が多いほど楽しいのです。せめてメネットもクラブのブリテンには目を通して、メンの活動を
理解してあげてください。体験が自分自身を成長させ充実感に繋がるので す。
三人の子供達もＹＭＣＡのリーダーになったり、それぞれに奉仕の心を持っているようですし、孫がユースコンボケー
シヨンに参加希望していることを聞くと、知らず知らずの内に私達夫婦のワイズドップリを学び取っているのではない
かと感じています。メンの皆さんどうかメネットを誘って来てください。
再びメネットの花が咲くことを願いつつ、終活を迎える私からのお願いです。
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東北支援 募金

前 月 累 計
9
月
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24名

合
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18960円
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18960円
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68000円
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12831円
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12831円

ＹＭＣ Ａリト リート センタ ー 秋 のワ ークと
京都ウエストカレー合宿 9月5,6日(土日)
立山隆一料理長

今回、何年かぶりにウエストクラブがリトセンワーク
での昼食のカレー作りを担当する事となり、春のワーク
で食べた、トップスクラブのカレーに負けじと、打倒トッ
プスカレーを合言葉にカレー合宿を行う運びとなった。
リトセンにワーク前日15:00に仕込みのために、加藤
会長・牧野Yサ委員長・角谷副会長(影の料理長)・安平
書記・山田ワイズ・立山（表の料理長）の6名がまず、
仕込みをスタート、初めにスジ肉の下処理を行いながら、
玉ねぎの皮むき、適当な大きさに切る、ニンジンも皮む
き、適当な大きさに切って行く、みんなでたわいない話
しながらも、手際よく作業を進めて行く中、藤居書記、
少し遅れて市橋ワイズ・コメットが登場、包丁をあまり
持ったことのないと言いながら、スジ肉を適当な大きさ
に切る作業を楽しいそうに行う藤居ワイズ、仕事を引退
した後は、料理学校に通うとか？？
桂ワイズ・中原ワイズ・島田ワイズと遅れての参加、
島田ワイズが玉ねぎもあめ色に炒め終わり、二つの鍋に
スジ肉・炒めた玉ねぎを分け入れ、ここから影の料理長
角谷ワイズの舌を頼りに味付けを行い、ここでひとまず
下ごしらえを終る。
依頼していた京都ゼロクラブ河村ワイズのケイタリン
グ、中華料理を美味しくいただきながらお酒も入り、今
日の仕込みの話などで盛り上がり楽しい夕食会となり、
その後、河合ワイズ、野田ワイズも参加しての二次会に
移りましたが私は早々に就寝。
翌日、あいにくの雨模様、二次会の後片づけを行った
後に最後の仕上げに掛かり、朝早くから市橋コメットに
も手伝ってジャガイモを適当な大きさに切り、ニンジン
と共に二つの鍋へ分け入れ最終の味付けへ最後に少しルー
を足しウエストカレーの完成。
ただ、ご飯の炊き具合どうなるか心配していたが、影
の料理長角谷ワイズお蔭で良い炊き具合に仕上がった。
本日参加組の岩本ワイズ・安田ワイズも到着。
食堂内と食堂トイレの清掃を手分けして行い、昼食の
準備も完了。
雨の影響でワーク参
加者も少なく、ウエス
トカレーをどれだけ食
べてもらえるかを少し
心配していたが全員に
美味しく食べてもらい
大満足。味も好評。
反省としては、少し
作り過ぎたかなと思う
ところはありましたが、
メンバー全員に持って
帰ってもらうことが出
来、それはそれでよかっ
たと思う。

加藤会長・牧野Yサ委員長それと参加されたメンバー
のみなさん大変、お疲れ様でした。
今回カレー合宿でウエストメンバーの個々の新たな一
面とポテンシャルの高さを再確認いたしました。
表の料理長として楽しませていただきました。有難う
ございました。
影の料理長角谷ワイズ大変お世話になりました。

西 山 竹 林 流 し そ う め ん 9月 13日 (日 )
福田英生

その日は複雑なお天気だった。私が外に出た途端に小
雨が降ってきた。確かめてから現場に向かうというスター
トとなり、着いたら雨は止んでいた。参加者は１１名で、
グローバルの赤松氏をはじめ、毎回ご協力いただいてい
る東前さん、市橋ジュニアとメンバー８人（山本委員長・
安田・市橋・安平・牧野・河合・岩本・福田）で活動を
行って参りました。お膳立ては全て安田ワイズが準備さ
れていましたのて、作業も非常にテキパキとスムーズに
運んでいきました。一時間ぐらいでもう流しそうめんを
実施することが出来ました。山本委員長が食べ始め式を
されて、皆が竹の器を持って次々と流れてくるそうめん
をすすっておられました。やはり、ここで食べるのは本
当に美味しいなと感激していました。特にかたゆでで食
べるといつも食べているそうめんのイメージが一新した
のが私にとっていい体験が出来たなと喜んでおります。
これは市橋さんのゆで加減のお蔭でした。何はともあれ、
無事ワークが完了したことで気が楽になりました。参加
者の皆さん、色々とご尽力され、お疲れさまでした。
一つ忘れてならない事は前日に赤松氏が草刈りを実施さ
れていたことに、感謝をお伝えしたいと思います。

京都ウエストでは⻄山竹林の整備ワークを定期
的に⾏っております。体験ボランティアを常時募
集しております！

中秋 の月 例会～ メネ ット 同伴推 奨例 会～
９ 月２ ４日（ 木）
早逝の野々口ワイズを偲び、名人によるアレンジ献花
草野 功一

９月第二例会は、定例時刻より１５分早く開会（角谷
ワイズ総合司会）し、加藤会長の中秋の名月、スーパー
ムーンを交えた挨拶で始まった。
第一部は、８月２２日に急逝された野々口佳孝ワイズ
のメモリアルアワーである。
佳人薄命の野々口ワイズと特にゆかりのある非善人
（？）の市橋、塚本、金沢、立山、安田各ワイズから、
流れる映像をバックに、有能なビジネスマン・ワイズメ
ンであり、「酒とゴルフとダンス」を愛し、誰からも好
かれる故人の人柄が語られた。
第二部は、華道家で実業家でもある浦澤美奈講師が、
京都市内で人気のあるオーダーメード主体の花店舗を主
宰する至った軌跡を、「花は人と人とのコミュニケーショ
ンツールである」との
信念のもとに、熱く話
された。野々口ワイズ
似の敬祐子息が同席さ
れた会場で、浦澤名人
が丹精込めてアレンジ
された花が、故人に献
花された。
旧メネット例会にふ
さわしく、立山（食前
のひとこと）・福田
（ニコニコマン）・加
藤会長各メネのほか、
３名のゲスト出席の例
会は、定刻に閉会した。

ＹＭＣＡ

ＮＥＷＳ

1．国際協力街頭募金 戦争や紛争の中で飢餓や貧困に苦
しめられている人々の救済、アジアやアフリカの青年と
女性の社会参加と自立、海外での自然災害の被災者救援
のために、毎年国際協力募金を行なっています。
今年も会員・市民ボランティアの方々が協力して、街頭
で国際協力を呼びかける募金活動を行ないます。
ぜひご協力ください。
日時：11月1日（日）午後１時～午後２時３０分
場所：三条河原町、三条大橋、四条河原町、四条烏丸、
など市内約１１ヵ所（予定）

2．ＹＭＣＡ祭 日頃の学生の取り組みを発表し、京都Ｙ
ＭＣＡや地域に連なる方々との交流を図ることを目的に
毎年実施しています。学生によるステージイベント、模
擬店や物品販売を実施し、収益は国際協力募金等に充当
させて頂いております。

日時：11月3日（祝）午前10時～午後3時
お問合せ： 京都ＹＭＣＡ本部
（ＴＥＬ）０７５－２３１－４３８８
（Ｅ－ｍａｉｌ）kyoto@ymcajapan.org

新連載、社⻑に聞く！
第一回「工房はんどめいど」
代表 林正章ワイズ
このコーナーではメンバーで事業を営まれている経営
者に日ごろ、ワイズではあまりしない、お仕事のお話を
聞いていきます。
林代表は京都生まれの京都育ち、現在51歳です。
(インタビューアーは編集長の市橋です)

市橋：では、お仕事の内容を簡単にお教えください。
林：なかなか説明しづらいのですが、最初は看板制作か
ら始めたのですが、現在では店舗やオフィスの内外装、
ディスプレイなどのデザインも行っています。
市橋：他社とはどのような差別化をされていますか？
林：まず、デザインが大事。ありふれたものではなく、
ちょっと違うことをやりたいというお客様に自分のアイ
デアを提案しています。作った物を気に入って頂くこと
が一番です。
市橋：今の事業はいつから？
林：大学を卒業して、看板製作の会社に就職し、平成7年
5月に独立開業しました。これまでに何人か雇ったこと
がありますが、なかなか、この仕事をやっていけそうな
人材に出会えず、現在も1人でやっています。
市橋：これまでの記憶に残る成功・失敗談などあれば、
教えてください。
林：仕事を引き受けすぎて、回らなくなった事がありま
す。頼まれるとできないと言えない性格で、つい引き受
けてしまうのですが、結果としてお客様にご迷惑をかけ
てしまったことは苦い教訓です。
一時期、目標を達成する為に、1人で朝礼、新年の訓示
などやっていた時がありました(笑い)。その目標は達成
できませんでしたが...
市橋：最後に今後の展開や目標などお聞かせください。
林：60歳で引退したい。その為には事業を後進に譲れる
体制にしたいですね。娘といっしょに仕事ができたらお
もしろいかな？

〜施工例のご紹介〜

看板制作：表札の製作からビル看板

三条YMCA様2階窓口(看板)、⻲岡市様⻲岡駅前
(広告塔)など

ロゴデザイン:んまい様など
名刺・チラシ作製:桂部⻑期キャビネット名刺
店舗デザイン: 新福菜館様本店など
みなさま,お気軽にご相談ください

9月オープン役員会兼第一例会（通算764回例会）9/10
司会 藤居書記
議事録製作者 林EMC委員⻑
＜報告事項＞
1.8/23平安徳義会 夏祭り報告
山本CS委員⻑
天候に恵まれ例年通り屋外で⾏う。フランクフルト、焼きそば、
わらび餅を数量減らすも、ちょうどいいくらいに完売。
2.8/27納涼例会 報告
野田DR委員⻑
ビジター、ゲスト含め、40名参加。ロールバックマラリアのた
めのオークションを開催。約87000円の献⾦が集まる。⻄日本区
に献⾦する。
3.9/5-6 カレー合宿、秋のリトセンワーク報告 牧野Yサ委員⻑
初めての一泊二日のカレー合宿でした。夜は河合ワイズ、YMCA
の藤尾様を交えての懇親会、勉強会をする。6日当日は雨でした
のでロッジの清掃とカレー作りで貢献する。
4.３５周年記念誌について 中原PT委員⻑
メンバーからのコメントも集まり順調に進んでいる。
5.アジア大会エクスカーションを終えて
島田EXC委員⻑
アジア大会プログラム、エクスカーションが滞りなく終了し、島
田委員⻑からお礼。
6.アジア大会 打上げについて
島田EXC委員⻑
10月3日にアジア大会HCC委員会での全体の打ち上げがホテルモ
ントレ京都であり。
7.ポテトファンド進捗状況及び日程について渡邊ファンド委員⻑
ポテト 937個
かぼちゃ&玉ねぎ 157個
かぼちゃ 99個
合計 1193個の売り上げ。※10/1現在に更新明記
10月24日にポテトワークの日程を変更。場所は例年通り久御山
の丸進運輸。
8.9/13 竹林ワークについて 山本CS委員⻑
現在10名の参加予定。9:00開始。流しそうめんをする。
9.9/24 第二例会について
野田DR委員⻑
メネット同伴推奨例会 18:45開始。野々口ワイズのメモリアル
を⾏う。
10.2016.8/4〜8/7 台北国際大会 積⽴について ⽴山会計
9月例会より5000円/月 の積み⽴てを⾏う。賛同者のみ
11.各事業委員会報告 各事業委員⻑
①地域奉仕 11月15日にみやこ作業所での活動あり。 ②EMC 1
1月の例会の案内。ゲストのお願い。
③Dr 10月部⻑公式訪問時のお土産、バナーの確認。 ④交流
来年の十勝クラブ 40周年、国際大会の案内。
⑤⽴山会計より会費納入のお願い

10月 ＨａｐｐｙＢｉｒｔｄａｙ
鈴木けいこメネット ⽴山益子メネット
塚本由美メネット
10月 ＨａｐｐｙＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ
加藤秀⾏・晶実夫妻
松本忠正・順子夫妻
ユースコンボーケーション報告会
10月25日(日)新大阪クライトンホテルにてアジ
ア大会ユースコンボーケーションの報告会が我が
京都ウエストの河合Ｙサ・ユース事業主任の主導
で開催されます。是非ご参加ください！

１１月１５日(日)
京都ウエスト独自ワイズデー企画！

舞鶴街頭募⾦＋舞鶴YMCA専門学校
学園祭訪問バスツアーのお知らせ
昨年に引き続き、今年もやります！
加藤会⻑の強い思いを込めた⾏事です。多数のご
参加をお願い致します！
詳しくは牧野Ｙサ委員⻑まで

編集後記 ：今月から始まりました新コー ナー
「社⻑に訊く！」今回は着座でのインタビュー形
式でしたが、今後、会社訪問なども企画しており
ます。取材大歓迎という社⻑さま、是非お声掛け
ください！
by編集⻑

＜協議事項＞
1.野々口ワイズの広義会員について 加藤会⻑
クラブとして広義会員の会費はもらわない。
＜他クラブ関係＞
1.9/5六甲部 部会 報告
河合Yサ主任
⻄日本区 河合Yサ主任が参加。京都部から部⻑を始め10名参加。
総勢131名の参加。
2.10/17-18 九州部 ⻲浦直前部⻑ エルマークロウ賞 受賞祝賀
会について 藤居書記
九州部会・エルマークロウ賞祝賀会への参加を集う。加藤会⻑か
らの内容説明あり。
＜ＹＭＣＡ関係＞
1.9/19舞鶴ワイズメンズクラブ模擬例会について 藤居書記
17時から19時日程模擬例会あり。京都からは19名ほど参加。 1
人3000円
2.9/27 スペシャルオリンピックス かもがわトーチウォークにつ
いて 藤居書記
鴨川チャリティランの場所でウォークがあり。参加を呼びかけた
2.10/3-4 第５回AIDS文化フォーラムIN京都 協賛⾦のお願い
藤居書記
同志社キャンパスであり。60万ほどの協賛⾦を集めたい。エイ
ズに関する公演、展示、ワークショップあり。
3.リトセンオータムフェスタ実⾏委員選出及びご協⼒のお願い
藤居書記
11月22日に開催。例年通り屋台を出店予定。実⾏委員は牧野Yサ
委員⻑。
4.11/3 2015年度 専門学校学園祭（YMCA祭）ご協⼒のお願い
藤居書記
阿部連絡主事より説明あり。模擬店などの依頼があり。ウエスト
は例年通りワラビ餅の予定
＜京都部関係＞
1.8/28 広報懇談会 報告 中原交流委員⻑
三条YMCAで開催。30名の参加者がありました。ワイズの広報に
関する様々な方法を説明。

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

ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ&ｽﾊﾟ

10/24

土 ポテト配達ワーク

8:00

丸進運輸

２０ １５年 １１月 スケジ ュー ル
11/1

日

京都部部会

後報

ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ

11/3

祝

YMCA学園祭

後報

京都YMCA

11/5

木

三役会

19:00

京都YMCA

11/7

土

竹林ワーク

9:00

西山竹林

11/12

木

役員会(第一例会

19:00

京都YMCA

11/15

日 みやこふれあい祭

後報

西院中学

11/15

日

舞鶴街頭募金

後報

舞鶴YMCA他

11/22

日

ﾘﾄｾﾝｵｰﾀﾑﾌｪｽﾀ

後報

リトセン

11/26

木

第二例会

19:00

ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ&ｽﾊﾟ

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。

