
「強い義務感を持とう！義務は全ての権利に伴う」
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国際会⻑ Wichian Boonmapajorn(タイ)
主題 ”Misson with Faith”(信念あるミッション)

「言葉より⾏動を」
アジア地域会⻑ 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)

⻄日本区理事 遠藤通寛 (大阪⻄）
主題 ”You can do it！Yes,you can！”

「あなたならできる！きっとできる」
京都部部⻑ 高田敏尚 (京都クラブ）

主題 ｢いつも喜んでいなさい」

標標標標 語語語語

あなたの奉仕で世界は変わる。

川上孝司 地域奉仕・環境事業主任

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

わたしたちは神のために⼒を合わせて働く者であり、
あなたがたは神の畑、神の建物なのです。

コリントの信徒への手紙１ 第３章９節
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会会会会長長長長主主主主題題題題

P R E S E N C E
〜役目を果たそう、楽しみながら〜

メ ン
メネット
コメット
ゲ ス ト
ビジター

26名
0名
0名
0名
0名

22名
0名
0名
1名
0名

前月累計
新年例会

102000円
4000円

会 員
広義･功労
特別ﾒﾈｯ ﾄ

1月出席率100％
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ含む

12月出席率100％ 26名 23名 106000円

29名
2名
1名

33名

メンバー数
メ ン
メネット
コメット
ゲ ス ト
ビジター

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
内ポテト
1月
合計

第37期京都ウエスト会⻑就任に向けて 次期会⻑ 角谷多喜治
いよいよ平成28年7月1日まで、あと数か月となりました。現会長・次期三役の

方々を筆頭に、ウエストのメンバーには大変貴重な機会を与えて頂いたことに感

謝申し上げます。

振り返れば…最初に市橋ワイズのお誘いで入会が出来、そしてワイズ活動に参

加するにつれ、ウエストの良さ・ワイズメンの素晴らしさを実感できたことにつ

いては、私自身にとっても大きな転機となったような気がします。

会計事務所という仕事柄、元々色々な経営者の方々とお話しする機会は比較的

多い方ですが、その中心は当然「経営」に関する話しです。勿論、自分なりにも

一生懸命やっており、それなりの会話は出来ていたと自負しておりました。

ところが、ここ数年のワイズ活動で明らかに自分自身に足りなかった点「交流」

を発見出来たことにより、その会話の質・顧問先様を含む関係者との関係が変化

したように思います。「経営」という大切な話しをするにあたっては必要な変化でした。

全ての人々は、人と人との関係の中で生きて…社会そのものが成り立っております。そしてその中で人

は活かされる。

次期会長として、今まで以上にワイズ活動で汗をかきながら、お酒を呑みながら。時には叱咤激励を受

けながら「交流」を図り、次期の会長を務めあげたいと思っておりますので、どうぞ皆様宜しくお願いし

ます。

加藤秀⾏
角谷多喜治
安平智史・藤居一彦
⽴山隆一

745960円
724000円

0円
745960円

前月累計
1月
合 計

12831円
0円

12831円

東北支援募⾦

TOF・CS・FF



WRE+P(プリンス)4クラブ合同新年例会
2016.1.8(⾦)宝ヶ池グランドプリンスホテル

ブリテン・広報委員 茂山智廣

1月8日⾦曜、グランドプリンスホテルにて一月第
一例会 4クラブ(京都洛中・京都みやび・京都プリ
ンス・京都ウエスト)合同新年例会が開催されました。
司会はプリンスクラブの⻄村博ワイズ。ゲスト紹介の
後、舞鶴ワイズメンズクラブ設⽴準備委員会の船木委
員⻑並びに洛中クラブの⻄村ワイズ、他数名が壇上に
⽴たれ、発足に向けてのこれまでの活動や今後の予定、
目標などをお話になりました。食事の時間となり、お
正月らしい料理のほか白みそのお雑煮もいただき、お
酒もいい加減に入ったところで、ゲーム「本物は、誰
だ？」が始まりました。当ウエストクラブは「本物の
元自衛官は誰だ？」ということで、福田ワイズ、角谷
ワイズ、岩本ワイズ、澤田ワイズが登場し、それぞれ
がいかにももっともらしい（福田ワイズを除いて）経
歴をお話になって、会場を煙に巻いておられました。
私のを含め多くのテーブルでは角谷ワイズが断然人気
がありました。それはあの身⻑と体格、お話しぶりで
すので無理はありませんね。その後各クラブのゲーム
の順番に進⾏し、それぞれ笑いを取っておられたよう
です。そうして21時に無事例会が終了。今年もワイ
ズ活動を頑張りましょう、よろしくお願いします、と
いったところでした。

参加者：メン22名、ゲスト1名、遠藤⻄日本区理事、京
都洛中・みやび・プリンスクラブ

⻄山竹林ワーク報告 2016.1.16(土)
地域奉仕・環境委員 岩本敬子

1/16(土)8時頃⾞に乗ろうとしたら、⾞の窓ガラ
スが凍っていました。例年の寒さなのでしょうが、正
月が暖かかったので、ビックリ。9時集合で到着する
と、前回除草剤※1をまいた為、雑草刈する作業はあ
りませんでした。ワークとしては竹林一部を初参加の
林茂ワイズと2回目の山田ワイズ2名の、手際よい伐
採と古材の焼却等でした。ワーク終了後、できたての
焼き芋とサバ缶を美味しく頂き、解散前メンバーで今
後の竹林整備について語りました。今期目標である住
⺠参加の竹林整備呼掛けへの再確認をし、3月ワーク
時に4月下旬予定の“たけのこ堀”チラシに、内容を加

え配布することが決まりました。3月のワークも多く
の方が参加されますよう協⼒の程、宜しくお願い致し
ます。参加者12名
加藤会⻑・山本・市橋・森田・山田・林・福田・河合・
牧野・岩本・赤松ワイズ(京都グローバル)・ゲスト渡
邊さん(澤田・牧野紹介)
※1：除草剤は専門家の指導の下、農薬として認可されている
農地に安全な薬剤を使用しています。

頭の体操コーナー（小学生向き問題集より)

「魔方陣」
縦に足しても、横に

足しても斜めに足して
も、それぞれ３枡の数
の和が同じになるよう
に空いている枡をうめ
ましょう！

（答えは裏表紙に)

５

２

８ ４



新連載、社⻑に聞く！
第四回 株式会社ジェイテック 代表取締役 渡邊昌嗣ワイズ

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。今回はいろんな事業を展開し活躍されている渡邊ワイズに突撃取材しました！

会社概要を簡単に：㈱ジェイテックという会社で内容の異なる三事業を展開し
ています。
一つ目はビルメンテナンス・清掃事業部
二つ目はフィットネスクラブ・カーブス事業部
三つ目はホテル事業部です。

起業のきっかけは？：元々はビルメンテナンスの事業を平成10年に独⽴し始め
ました。義父が持たれているマンション等の物件の清掃業務を請負会社を設⽴
してやってみないかと誘われたのが最初です。夫婦二人と前職の後輩一名から
始めました。

事業を多角化されていった経緯をお聞かせください：平成18年にフィットネスクラブ・カーブスの1号店を佐賀
にオープンしました。これもマンションのオーナー様が1階のテナントを借りて何か商売をやってほしいとの誘
いを受けて、フランチャイズで面白そうな事業は無いかと探し、⼥性専門のフィットネスという当時では画期的
で健康的な内容に引かれ開業することにしました。

そして2号店を京都の桂に半年後にオープンし、最初は順調とは言えませんでしたが、現在では6店舗になり
ました。

ホテル事業は平成19年に「エコノイン京都」を河原町五条にオープンしました。これも物件のオーナー様か
ら建物を借り上げて主に海外からの旅⾏客向けのホテルをやらないかとのお誘いで始めました。それから二件の
ホテルを運営しています。

フィットネスクラブの開業から一気に多展開された印象ですが、三事業の
事をお一人で⾒るのはとても大変そうですが：事業が大きくなると、一人
ではどうしても⾒きれません。必然的に社員の中から各店舗、事業の責任
者となる人材を育てて⾏かなければなりません。それこそが自分の仕事で
あり、”経営”だと考えています。

今後の目標、ビジョンについて：近年の目標は「ええ会社になる」ことで
す。社員がやる気になる会社。社員の家族が”ええ会社に勤めてるね”と思っ
てくれる会社にして⾏きたいです。

2月 ＨａｐｐｙＢｉｒｔｄａｙ
加藤秀⾏ 桂厚子
林正章
桂五郎オネット 角谷雅子メネット

2月 ＨａｐｐｙＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ
安平知史・春美夫妻

ブリテンではメンバーの会社紹介取材を受けてくださる方を絶賛募集中です！受けてやろうとう社⻑さま、是非
ブリテン委員会までご連絡ください！

京都ウエスト一泊例会のお知らせ
3月の第二例会は⻲岡の湯の花温泉 渓山閣で一
泊例会を⾏います。温泉に入って、美味しい物食
べて、呑んで、そして熱いワイズ談義で盛り上が
りましょう！ふるってご参加ください！

日時：2016年3月5日16時集合〜6日

翌日の京都部チャリティーゴルフの会場近くです
ので、二日目はそちらに参加もできます！



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。

12月オープン役員会兼第一例会（通算771回例会)1/14
司会 藤居書記

議事録製作者 山本地域奉仕・環境委員⻑
＜報告事項＞
1 12/18 クリスマスロビーコンサート報告 牧野Yサ委員⻑

ハンドベルの支援、聖⺟中高生の演奏、キャンドルサービス
をした。

2 12/20 クリスマス例会 報告 野田DR委員⻑
場所ロイヤルホテル＆スパ 子供キャンドルサービス、テー
ブルマジック、ファッションショー等を開催した

3 12/26 ウエスト忘年会 報告 加藤会⻑
場所いなせや 新入会員歓迎会を一緒に開催

4 1/8 WRM+プリンス 合同新年会について 加藤会⻑
場所宝ヶ池プリンスホテル ４クラブで⾏った。各クラブ催
し物を⾏った。

5 1/16 竹林ワークについて 山本CS委員⻑
９時開始 竹伐りや古い竹の焼却を⾏った

6 2/25 ＴＯＦ例会について 野田DR委員⻑
場所ＹＭＣＡ。森田ワイズの講演（約４０分）。お茶、お菓
子。切手の収集と切り。

7 みかんファンド・美山醤油ファンドについて 渡邊ファン
ド委員⻑
みかん８０箱。しょうゆ？個 後日報告する。

8 3/5-6 ウエストクラブ 一泊例会について 野田DR委員⻑
日程決定（３月５，６日）。チャリティーゴルフと同じ日。
⻲岡湯の花温泉の渓山閣

9 ウエスト上半期 事業委員会 活動報告について 安平書
記
１月１０日締切。集まり次第メールで報告がある。

10 4/3(日）ウエスト チャリティダンスパーティーについ
て ⾦澤直前会⻑
１３時集合。来月に報告がある。

11 各事業委員会報告 各事業委員⻑
・Ｙサのチャリティイベントのバザーへの協⼒。

リトセンオータムフェスタが縁で徳義会と留学生の交流があっ
た。餅つきをした。

・⻄日本区ユースコンボケーション募集している。

＜協議事項＞
1 次期（37期）草野ワイズ 功労会員に変更について→議案
参照 加藤会⻑

2 次々期会⻑について→議案参照 角谷次期会⻑
3 次期三役について→議案参照 角谷次期会⻑

＜ＹＭＣＡ関係＞
1 1/29第12回京都ＹＭＣＡインターナショナル・チャリティー
ラン2016 in かもがわ第1回実⾏委員会 藤居書記
１９時３０分〜２１時 ＹＭＣＡ２０４号室で開催、会⻑山
田様。

2 2/7 国際協⼒チャリティーイベントへのご協⼒のお願い 藤
居書記
１１時〜１５時 ＹＭＣＡ三条本館で開催。

3 2/27 仙台「津波の石碑除幕式」出席参加について 森田ワ
イズ
１３時〜１４時に開催。

＜京都部関係＞
1 1/10締切 半年報提出について 藤居書記

加藤会⻑から部⻑に報告
2 2/6京都部EMCシンポジウム(懇談会) 藤居書記

加藤会⻑、林ワイズ参加。
3 2/28チャリティボウリング大会について 藤居書記

場所しょうざんボール ９名参加。
4 3/6 チャリティゴルフ大会について 藤居書記

１６組６４名予定

＜その他＞
1 3/30締切 ロールバックマラリアの献⾦について

チャリティーダンスパーティーの収益⾦をあてる。⾦額につ
いては三役会で検討し役員会で図る。

2 森田ワイズより：今後のクリスマス例会について ローソ
クの火を気をつける。サンタクロースの登場の仕方を考える。

3 ７月１６日（土）東京⻄記念例会が開催される

＜議案＞
１ 次期（37期）草野ワイズ 功労会員に変更について 承
認

＜総会議案＞
１ 京都ウエストワイズメンズクラブ 第３８期会⻑は安田ワ
イズを選出する

２ 次期（37期）三役について
副会⻑：安田ワイズ、書記(内部)：島田ワイズ、書記(外部)：
中原ワイズ、会計：河合ワイズ、直前会⻑：加藤ワイズとす
る 承認

以上
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2/４ 木 三役会 19:00 京都YMCA

2/7 水 国際協⼒チャリティー
イベント 11:00 京都YMCA

2/10 日 役員会(第一例会 19:00 京都YMCA

2/25 木 TOF例会 18:00 京都YMCA

2/28 日 京都部ボウリング 15:00 しょうざん

ＹＭＣＡニュース
1.創立記念会員集会

現在全国のＹＭＣＡで取り組んでいるリブランディングや

リソースモビリゼーションによるＹＭＣＡへの支援拡大を

図るための働きについて学び、京都ＹＭＣＡの会員活動の

活性化や寄付金および会員の拡大について共に考える集会

です。ぜひご参加ください。

日時 ２月１３日（土）午後６時半～

テーマ 地域から求められるＹＭＣＡをめざして ～人と
支援が集まる団体として～

場所 京都ＹＭＣＡ マナホール
2．ピンクシャツデー

ピンクシャツデーは、２００７年にカナダで始まり、世界

中に広まったいじめ反対運動です。

毎年２月の第４水曜日がピンクシャツデーとして定められ、

賛同者はピンクのアイテムを身に付けることで「いじめ反

対」の意思表示をします。今年は、２月２４日（水）がピ

ンクシャツデーです。京都ＹＭＣＡでもピンクシャツデー

を実施し、被害者の自己肯定感を下げ、自信と生きる力を

奪う「いじめ」をなくしていくことを地域・社会にアピー

ルしたいと考えています。

ピンクのアイテムを身に付け、いじめについて考える１日

となるよう、ぜひご協力ください。

３．平和のための開発教育セミナー

平和をテーマにした「開発教育」の入門編のセミナーの第

２回目です。１回だけの参加も可能です。ぜひご参加くだ

さい。

日時 ２月２６日（金）午後７時～９時

テーマ フォトランゲージ―地球の食卓

場所 京都ＹＭＣＡ 三条本館

参加費 無料
全てのプログラムお申込・お問合せは 三条本館

電話０７５－２３１－４３８８ まで。

（Ｅ－ｍａｉｌ）kyoto@ymcajapan.org

２２２２００００１１１１６６６６年年年年３３３３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

3/3 木 三役会 19:30 京都YMCA

3/5,6 土日 一泊例会 後報 湯の花温泉

3/6 日 京都部ゴルフ 8:30 瑞穂ゴルフ倶
楽部

3/6 日 リーダー卒業祝会 後報 京都YMCA

3/10 木 役員会(第一例会) 19:00 京都YMCA

3/12 土 竹林ワーク 9:00 ⻄山竹林

頭の体操コーナー答え：上段左から10,6中段7,12下
段左9


