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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」

知度を高めましょう。

広報・情報委員⻑

わたしたちは、自分が死から命へと移ったことを知っ
ています。兄弟を愛しているからです。愛することの
ない者は、死にとどまったままです。
ヨハネの手紙一
第3章14節
会

〜役目を果たそう、楽しみながら〜

会長主題

加藤信一

今 月 の 聖 句

PRES ENC E

第３６代

広報について

P ub lic Relatuons Wellness
ワイズデーの広報をして、ワイズメンズクラブの認

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

ブリテン・広報委員⻑

市橋清太郎

先日、京都部の広報懇談会に参加してきました。ワイズ活動を世間に広報する為の勉強会
です。facebookやグーグルカレンダー、ホームページの活用など、最新の広報ツールの説明
があった後に、アナログの「広報」の説明がありました。先端のツールに取り組むことは、
もちろん大切なことですが、僕はアナログも重要だと、改めてお話を聞いて、感心しました。
アナログというのは、野外活動をするときに「ワイズメンズクラブ」やクラブ名の記載があ
る、のぼりを⽴てたり、ポスターやわかりやすいユニフォームを着たりすることですが、い
つもやっているかというと、やってないことが多いと感じました。確かに視界に入ったもの
が、記憶に残るというのはごく一般的なことで、最も効果的だと思います。たとえば○イオ

ンズクラブさんなんかはそこらじゅうに寄贈した看板や記念碑などに名前が刻んであるので、それが何なのかは
わからないけれど、その団体の名前は多くの方々に知られています。我々のクラブも、どんな活動をしているか、
どんな団体なのかといった情報は二の次でいいんだと思います。まずはワイズメンズクラブという名前を「聞い
たことがある」ようにするのが大事です。知ってるか知らないかは大きな違いです。ゲストを例会にお誘いする
ときにも、当然、聞いたことがある団体の方が、参加しやすいし、誘いやすくなるはずです。11月は野外⾏事が
たくさんあります。早速、各⾏事の際はのぼりを⽴てて、ワイズの名をアピールしましょう。せっかく有意義な
活動をしてるんですしね。もっとみなさんに知ってもらいたいですね！

メンバー数

会
員
広義･功労
特別ﾒﾈｯﾄ
合

計

27名
2名
1名
30名

10月出席率100％
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ含む
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0円
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阿蘇プラザホテルにて

桂厚子

熊本へは金曜日の昼12時に事務所を出て、夜の7時に
プラザホテルにやっと到着。星空の下、屋上露天風呂独
り占めして、目一杯温泉三昧致しました。本当に満足い
たしました。
1日に4本しか来ないバスとか、遠かったとか、寂しかっ
たとか、ワイズメンが誰もいないとか、辺りに飲むとこ
がないとか、とか、そんなことどうっていう事はござい
ませんでした。ゴメンナサイ！そんなプライベート報告
ではなかったですネ。
[九州から輝くワイズダム]主題に五嶋義行部長の開会
宣言で始まり132名出席の中、バナーを持った15クラブ
の会長が居並び、熊本にしクラブの木本博章会長もにこ
やかに登場され、役員の挨拶が終わり駆け付けられた阿
蘇市長が会場の笑いを取りながらの挨拶。あとは厳粛に
執り行われた。その後バスや徒歩で会場を草原情報セン
ターに移し阿蘇山の保全について学んだ。保全のしくみ
は山を育てる事、放置すれば美しい草原も雑木が生えす
ぐに山になってしまう。手入れは赤牛に草原の草を隅々
まで食べてもらう。それにはもっともっと赤牛を放牧し
てもらう。それにはどんどん赤牛を食べていただきたい、、、、、
となるらしい。この辺りは大きな美しいカルデラの中に
あってなだらかな曲線のみどりは草原である。多種多様
な生き物も多く貴重な阿蘇の自然を守ってほしいと締め
くくられた。
そこで保育園児の可愛い田植えを耕す踊りや獅子舞を
見せてもらった。ホテルの庭で五嶋部長肝いりの赤牛の
豪快な塊肉の丸焼きが、ふるまわれみんな貪りつく。そ
の後思い思いに散り私は、牧野さんとしばし又温泉に浸
かる。
懇親会の会場に子供を抱いた赤水の父兄がどっと来ら
れ、まわりを取り囲んでの見物。可愛い園児たち30人ほ
どが、揃いの法被も凛々しく赤水太鼓を力強く打ち鳴ら
してくれた。エルマークロー賞の伝達式が、松本理事の
立会のもと亀浦正行ワイズと尚子メネットに万雷の拍手
の中行われた。ウエストクラブ加藤会長からもお祝いを
手渡し、これを見届け一人で宴会を抜け、遥々帰る覚悟
も出来た。が、思いがけず藤本ワイズが、空港まで勝手
な私の為に送って下さった。嬉しくて本当に感謝！慌た
だしくもお祝いも出来て感謝でした。

交流委員会

中原

一晃

エクスカーションの早い出発に合わせ早朝の露天風呂。
湯船につかりながらご来光を見、取りすぎのバイキング
朝食を済ませ出発。阿蘇カルデラの外輪の一部、天空の
道（いつからか、ここを訪れた単車乗りなどが誰ともな
くその景観を「天空の道」などと呼ぶようになり、ジブ
リアニメ「天空の城ラピュタ」にちなんで、自然と「ラ
ピュタの道」となったそうです。）と鍋ケ滝、ここは滝
の裏側にも回ることのできる珍しい滝で、落ちてくる水
のカーテンの合間から緑の木々と木漏れ日の光が森林浴
の癒しを満喫。続いて向かうは大観峰。外輪山から突出
した峰周りは一面大カルデラ。雄大さは写真には納まり
ません。阿蘇神社近くのつるやさんで昼食。赤牛のステー
キです。縁結びの神、阿蘇神社に参拝し噴火さなかの大
草原、草千里に向かいます。大晴天の元、阿蘇の大自然
と向かい合い、リフレッシュできた一日でした。コース、
段取り全てが万全のホスピタリティに脱帽。あーようけ
歩いた。。（参加8名 加藤会長、河合主任、中原、安
平、牧野、森田、直子、桂）

第二例会 部⻑公式訪問

10月22日(木)
澤田⻑利

今月の第二例会は京都部部長公式訪問例会で、京都部
部長高田敏尚様 ＰＲ・書記倉田正明様 メネット事業
主査田中孝明様を迎えての例会となりました、京都部部
長のスピーチでは現役高校教師でもある田中様から人と
してのやさしさ奉仕に対しての喜びそしてつながりをの
言葉を頂きました、またＰＲ・書記倉田様からは急速に
発達する通信機器、ＷＥＢ、ＳＮＳを使っての会員拡大
の報告を頂きました、またメット事業に関しまして田中
様からメネット合同例会の開催報告を頂きました。
例会の中で最近話題のマイナンバー制度について、ゲス
トの神佐税理士様、河合ワイズ、のわかりやすい説明で
マイナンバー制度の対策を勉強させていただきました。
新たな政策に対してはしっかりと対応が必要と教えてい
ただきました。
また、今回ゲストの林様胡内様から入会の言葉をいた
だきました。
例会アクティビティを通じて人に学び人とつながりそ
して喜びを共有する、これこそがワイズの醍醐味だと感
じました。

アジア大会ユースコンボケーション報告会
１０月２５日（日）、ホテルクライトン大阪
Yサ・ユース事業委員⻑ 牧野万⾥子
ホテルクライトン大阪に於いて、２０１５年アジアユー
スコンボケーション(AYC)西日本区報告会が開催されまし
た。河合西日本区YMCA サービス・ユース事業主任の開会
の挨拶で始まり、その後ユースのメンバーから、開催に
至るまでの話とプログラムに参加されての報告がなされ
ました。ユースコンボケーションは、若者たちが単に国
際交流を行うだけではなく、テーマが設定され、そのテー
マに沿って、ワークショップ、ディスカッションを行う
実践的な学びの場であること、限られた期間で、参加者
が文化や言葉の壁を越えて交流を深めていく姿勢などが、
よく伝わってきました。プログラムの一部には、アジア
大会ナイトパーティーでのダンスの練習も組み込まれて
おり、参加者が楽しそうに練習されている様子や、当日
のダンスタイムの様子も紹介されました。また、ナイト
パーティーについては、今までで最も豪華な体験であり、
とても楽しい時間を過ごすことができたと、語られまし
た。ユースメンバーの報告を聞かせていただき、お互い
の文化や価値観を共有しあう事の大切さを改めて感じる
ことができ、またユース献金の大切さを知ることができ
ました。ペンタゴンGBC大阪西クラブ畠平ワイズ、吉村ワ
イズのマゴメットが今のユースコンボケーションに参加
されており、畠平くるみマゴメットが、参加しての報告
と思いを語られました。その後、遠藤西日本区理事の総
評、河合事業主任の挨拶で閉会いたしました。当日の参
加者は５１名。ウエストのメンバー全員で聞きたい内容
のお話でした。

今も勉強中です。出来上がったテープやDAISY(デジタル
録音図書)を視覚障がい者にお届したときはほっとします。
そしてともに歩み、学びの場となったこと、人間関係
の大切さ優しさ、沢山得るところがありました。ワイズ
でも学ばせて頂いたことに思いをよせこれからもクラブ
で楽しく参加して行きたいとおもっています。
茂山特派員の「社⻑に聞く！」
第二回「よしかわ至楽堂」吉川忠ワイズ
茶道美術を中心に、美術品全般の販売や買取、鑑定など
を行っておられるよしかわ至楽堂二代目の吉川ワイズに
お話をお伺いしました。
●このお仕事を始められたきっかけは？
吉川：始めたきっかけは、父がこの仕事をしていたおか
げで、幼い頃から、器に触れる機会があり、興味が自然
に湧いてきたからです。
●現在重点的に取り組まれていることは？
吉川：同じ商品でも、なにか一つでも、魅力のある品物
を、お客様に提供できるように日々、勉強をしておりま
す。
●経営（業務）にあたり、特に大事にしていることは？
吉川：商品は、押し売りをせず、必ずお客様が気に入っ
て買ってくださる物だけを、商いさせてもらいます。
●これからの展望、目標を教えてください
吉川：もっともっと勉強して、あらゆるジャンルの品物
を扱い、たくさんのお客様と仕事がしたいです。
父の代から始めて、業界では、まだまだ、新参者です。
しかし、美術品というのは、歴史やその時の景気などが
見えます。
例えば、江戸時代のような華やかな時代には、大きな
サイズのお茶碗がたくさんで
きましたが、幕末には、小さ
い茶碗ばかです。
人々の生活環境や心がその
まま、美術品に反映されるの
です。
こんな風に美術品を見たり
すると、とてもたのしいです。
雲錦鉢 一方堂焼

京都ＹＭＣＡ「こおろご」と共に
鈴木けい子

茶道美術
京都ＹＭＣＡボランテアブループ「こおろぎ」も早い
もので今年３０周年を迎えることになりました。
「こおろぎ」とは、視覚障がい者のためのテープ雑誌の
制作、依頼図書の音訳、視覚障がい者との交流、朗読ト
レーニング等を行っている京都ＹＭＣＡボランティアビュー
ローに所属する活動団体の一つです。
テープを創るために、３０年前の機材はダブルカセッ
トとマイクで四苦八苦の連続でした。最近ではパソコン
に吹き込み、ミキサーやほかの機材で割合スムーズにテー
プやdaisyを創ることができるようになりました。
この機材を見ると時の流れを感じずにはいられません。

よしかわ至楽堂
歴史のある貴重な茶碗から現代作品まで
ご要望のお品をご用意致します。

京都市東山区古門前大和大路東入ル元町358

TEL：075-533-1777

10月オープン役員会兼第一例会（通算766回例会)10/8
司会 安平書記
議事録製作者 野田Dr.委員⻑
＜報告事項＞
1.9/13竹林ワーク報告＆次回11/7 竹林ワークPR 山本CS委員⻑
１１名出席、赤松ワイズに前日草刈していただいたおかげで、竹
の伐採、流しそうめんがスムーズにできました。
2.9/24 第二例会 中秋の月例会 報告
野田DR委員⻑
⽴山メネット、加藤メネット、福田メネットをはじめウイングク
ラブ片山ワイズ、林 茂様、故野々口ワイズコメット参加で活動映
像を⾒ながら偲ぶことができました。フラワーアレンジメントで
はお花を生けるというよりサクセスストーリーをお話いただきま
した。
3.9/27 スペシャルオリンピックス トーチウォーク 報告牧野Y
サ委員⻑
ＹＭＣＡ、ワイズメンのほかロータリークラブ、ボーイスカウト、
ガールスカウト、ソロプチミストも参加され、他の活動を⾒るこ
とができた。各地点でトーチを引き継ぎながら最終３００名くら
いの参加でした。
4.10/3 アジア大会HCC委員会 打上げ報告
各委員⻑の報告があり、大きな役をもってワイズ活動に取り組め
て良かった。中原交流委員⻑
5.10/17-18 九州部会＆エルマークロウ賞祝賀会 当日のスケジュー
ルについて 加藤会⻑
集合時間、⾏程の説明。現地ではフェローシップへの参加、２日
目観光参加。
6.10/24 ポテトワークについて
渡邊ファンド委員⻑
マルシン運輸に８時集合 販売数１２２８個、配達場所の確認 ト
ラックは島田号、松本号
7.ウナギファンド＆フルーツファンド報告 渡邊ファンド委員⻑
売上２９,０００円 ３,０００円のファンドとなりました。ウナ
ギは不評
8.10/22 第二例会 部⻑公式訪問について 野田DR委員⻑
京都部高田部⻑他２名の随⾏、マイナンバー制度について勉強 河
合ワイズ、角谷ワイズの指導にて
9.11/15 ワイズデー舞鶴街頭募⾦・舞鶴YMCA学園祭についてPR
牧野Yサ委員⻑
メンバー１０名、平安徳義会１０名チャーターバスにて、昼食後
赤レンガパークにて４０分募⾦。みやびクラブ有澤様参加、１３
時から学園祭参加、落語会あり、東舞鶴経由で１８時頃帰着予定
10.11/26 EMC例会について 林EMC委員⻑
ライブハウスアメリカングラフティ―で開催、１８時〜２１時
会費６０００円 １２０名のキャパありますので多くのゲスト誘っ
てください。皆で楽しく盛り上げましょう。
11.各事業委員会報告 各事業委員⻑
地域奉仕：みやこふれあい祭り８名参加予定。ブリテン：ブリテ
ンの発送はメールでの配信に変更。ペンタゴン、十勝クラブなど、
東日本区 竹内ワイズは従来通り郵送します。
＜協議事項＞なし
＜他クラブ関係＞
1.9/12 阪和部・9/19 中⻄部・9/26 中部部会報告 河合Yサ主任
河合Ｙサ事業主任から各部会の様子を報告、詳しくはＹサ事業通
信にて報告してます。
2.10/10 びわこ部会・10/17 九州部会・10/31 瀬⼾山陰部 部
会について 九州部会８名参加
＜ＹＭＣＡ関係＞
1.茨城水害被害の被災者支援報告＆支援募⾦について 9/18〜10/3
0 京都ＹＭＣＡ
2.10/11-12 舞鶴赤れんがマラソンについて 11日 16:00〜20:0
0 12日 9:30〜12:00
藤居書記
3.10/25 2015アジアユースコンボケーション（AYC)⻄日本区報
告会について ホテルクライトン新大阪にて
河合Ｙサ事業主
任、市橋ワイズ、牧野ワイズ参加予定
4.3/27京都ＹＭＣＡよりサバエキャンプ場、芝生ワーク協⼒依頼
5.11/3 YMCA学園祭について ぜんざい５０食、餅つき大会の餅を
使って
牧野Yサ委員⻑
6.11/1 国際協⼒街頭募⾦ 12:30 京都ＹＭＣＡ集合 13:00〜
各場所
＜京都部関係＞
1.11/1 京都部 部会について 京都ホテルオークラ １６時〜２
０時 ２０名登録済み
2.次次期京都部部⻑⽴候補について
現在⽴候補なし

11月 ＨａｐｐｙＢｉｒｔｄａｙ
中原一晃 大⻄光子
島田由美子メネット
11月 ＨａｐｐｙＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ
⽴山隆一・益子夫妻 、大⻄光子・洋夫妻
野田泰伸・君子夫妻

ＹＭＣＡニュース
1．パネルディスカッション 「アジアの若者が語る夢と
出会い」
日時：１１月１３日（⾦）午後７時〜９時
場所：京都ＹＭＣＡ地階マナホール
参加費：無料（申込不要）／

ゲストをたくさんお招きして、わいわい楽しい例会
にしようと、ライブハウスを借り切って、音楽あり、
ダンスありの内容で⾏われます。１１月は⾏事盛り
だくさんですが、あえての企画。
たくさんで参加しましょう！
編集⻑

員：５０名

2．舞鶴ＹＭＣＡ国際協⼒街頭募⾦、ＹＭＣＡ祭
日時：１１月１５日（祝）
国際協⼒街頭募⾦：午後１２時３０分〜／ＹＭＣＡ祭：
午後１時〜４時
場所：舞鶴ＹＭＣＡ国際福祉専門学校
内容：ＹＭＣＡ寄席、高島秀周先生の占いブースや専門
学校生、福祉施設、ワイズメンズクラブの模擬店、イベ
ントコーナーもあります。
お問合せ：京都ＹＭＣＡ０７５－２３１－４３８８
（Ｅ－ｍａｉｌ）kyoto@ymcajapan.org

２０１ ５年１ １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

18:00

ｱﾒﾘｶﾝｸﾞﾗﾌﾃｨｰ

２ ０１ ５年１ ２月ス ケジュ ール
12/3

木

三役会

19:00

京都YMCA

12/10

木

役員会(第一例会

19:00

京都YMCA

YMCAﾛﾋﾞｰｺﾝｻｰﾄ

後報

京都YMCA

12/14-18

編集後記：１１月はＥＭＣ委員会が中心となって、

定

12/20

日

クリスマス例会

18:00

ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ&ｽﾊﾟ

10/26

木

忘年会

後報

未定

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。

