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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

JＷＦは皆様のご厚意によって支えられています。個人やク
ラブの記念にあわせて献⾦をお願いいたします。

高瀬稔彦 ＪＷＦ管理委員⻑

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

互いに忍び合い、責めるべきことがあっても、赦し合いな
さい。主があなたがたを赦してくださったように、あなた
がたも同じようにしなさい。
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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

22名
0名
0名
0名
0名

22名
0名
0名
1名
0名

前月累計
TOF例会

106000円
0円

会 員
広義･功労
特別ﾒﾈｯ ﾄ

2月出席率80％
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ含む

1月出席率100％ 22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
2月
合計

次期副会⻑〜次次期会⻑への道のり！！ 次期副会⻑ 安田 繁治

昨年暮れ辺りから角谷副会⻑からのアプローチを受け、諸先輩がおられるの
にえっ何で?、まだまだ新参者の私が・・・！？と⼾惑いと困惑が交差しあい、
心の中で 中々踏ん切りがつきませんでした。

また 数名の会⻑経験者の方々にも意⾒も聞き、又森田重鎮がいつも言ってお
られる ”一度会⻑を経験してみろ！それからワイズに対して意⾒があれば発表
するべき” の言葉に感銘を受けてもっともなご意⾒だと思い、それなら”一度
だけ一度だけ！！”会⻑職をさせて頂こうと次期副会⻑職を受ける事を決意した
次第です。

今期 加藤会⻑期も残すところ3か月余りになり、良く頑張っておられるなぁ
〜！と感心しております、これからは後任の角谷会⻑をバックアップし、その
後ろ姿を⾒させて頂き学びとる多くのもの（お肉）とウエストクラブでの会⻑
職のあり方（ニンジン）・特にあの柔らか〜い口調でのクラブのまとめ方！

（玉ねぎ）・他クラブとの交流（ジャガイモ）等々を一年間で学び、そのエキスを元にして第38期スパイシー
でほんのり甘い、安田期カレーを（SOFTBANKと一緒）皆様と一緒に（食べて ワイズ食べログNO 1を目指
して）設⽴して⾏きたく思います。何か 後半が危うい文面になりましたが、この様なことのならないように
気を引き締めてまいります。

皆様、どうか宜しくお願いいたします。

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
2月
合 計

12831円
0円

12831円

東北支援募⾦

ＪＷＦ



ＴＯＦ例会
2016.2.25(木) 京都YMCA

地域奉仕・環境委員会 福田英生

福田CS委員の司会で定時に三条YMCAにおいて、TOF
例会が始まりました。 本日のゲストは桂ワイズご紹介
の飯野正樹様です。ご入会を心待ちしています。次に山
本CS委員⻑が、TOF例会の由来を詳しく説明されました。
ロースター誌からの抜粋の様でしたが、しっかりと準備
されていたのが手に取るように伝わってきたのが好印象
だったと思います。おまけに、FFの意味も調べてこられ、
家族の断食という言葉が強く心に響きました。ここまで
は短時間で進みましたので、森田ワイズの「ワイズ温泉
どっぷり論」というご講演は予定よりも、10分プラスし
てじっくりお勉強をさせて頂くことが出来ました。ウエ
ストがどの様に生まれたのかを、新入会員でもわかる様
に手取り足取りお話しされていて、初心を思い出されて
いたことでしょう。私が感じたサプライズは、35周年の
歩みという冊子で、⾒開きの中に会員入会一覧表の説明
の際、誰がいつ入会したのか一目でわかる年表を⾒たと
き、このクラブの⻑いプロセスが解って、大変懐かしい
思いもしましたし、退会された方の多さにビックリポン
でした。私なりにこの講義の内容を10項目に分けて拝聴
しました。①温故知新の冊子②どっぷり論レジュメ③ワ
イス読本必読➃レジュメを朗読理解➄冊子の中の会員年
表⑥例会の内容に疑問⑦リーダーとしての自覚⑧他クラ
ブと年齢比較⑨別冊温故知新の説明⑩会員入会アプロー
チの方法に関して理解を深めることに喜びを感じました。
後半は一泊例会のお話なり、使用済み切手を人海戦術で
指定の大きさに切る作業も⾏いました。最後に紙面をお
借りしまして私から皆様にお礼を申し上げたく存じます。
このたびは、３５周年記念誌をおつくりされる際、弊社
の京都こぴいをご利用いただきまして、誠に有難うござ
いました。再びご利用いただけます様、弊社益々の精進
をして参ります。
参加者：メン22名、ゲスト1名

東日本大震災 名振地区津波の石碑建⽴
除幕式参加報告 2016.2.27・28

交流委員⻑ 中原一晃

2月２７日早朝に伊丹空港を飛び⽴った森田、桂、中
原。仙台空港から約１時間、震災から５年経った名振地
区センターに到着し、早々にお昼ご飯。炊き込みご飯と
大ほたてのお弁当、お造りもたっぷり。その後「津波の
教え石」建⽴除幕式に参加した。大震災の教訓を風化さ
せないため今回で２７個目の教え石、ワイズが関わって
２つ目。石巻市⻑、市議会議員等来賓に地元住⺠、新聞
各社の記者も来られ約２００人。石版の上を走る２歳の
⼥の子、震災のあったこの地区にもまた子供が走り回れ
るような地区に戻れるようにとの思いをこめて作られた
そうです。再度センターに戻り感謝の集いに参加。音頭
とりに東⻄日本区ペンタゴン代表の森田ワイズのコメン
ト。またまた地元名振地区会⻑が朝に採ってこられたあ
わびとたこ、など新鮮な魚介を頂き満腹の上に満腹。秋
保温泉に移動し交流の夕食。二日目は震災の後かろうじ
て残っている建物を視察。途中除染廃棄物を入れた大量
の⿊いビニール袋の山、、山、山。元田んぼ一面を掘り
下げ６０センチの厚さのコンクリートの上にその廃棄物
をびっしり並べまたコンクリート廃棄物。ミルフィーユ
状態にしてこのまま３０年保管。その後最終処理に回る
そうです。マニュアル通りに⾏動し７４人が亡くなった
大川小学校とマニュアルにそぐわず低学年の足では山ま
でたどり着けないと気転を利かせ３階の屋根裏倉庫に移
動し一人の犠牲も出さなかった中浜小学校。住宅街の中
の小学校なのに、周りには１軒の家もなく大草原となっ



ていた。所々に土を盛り上げた５ｍほどの高速道路の土
台のような盛り土。聞けば回り全ての地面をここまで上
げるとか。莫大な土は山を削り運び次に来るかもしれな
い津波に備えるそうです。結構な距離を移動の中、この
景色の全てに浸水があり、その距離が７２０キロと聞い
てこの先で必要な莫大な労⼒に気が遠くなる思いでした。。
参加者 森田・桂・中原

京都部チャリティーボウリング大会
2016.2.28(日)しょうざんボウル

地域奉仕・環境委員⻑ 山本幸仁

京都部チャリティーボウリング大会にウエストクラ
ブから７名、平安徳義会様から３名で参加して来まし
た。
始めに京都部部⻑高田様からご挨拶がありそれに続き
ルールの説明、始球式が⾏われ大会がスタートしまし
た。１０名が３人、４人、３人と３レインに分かれチー
ムメイト？ライバル？として和気あいあいとたなしみ
ました。

ストライクやスペアーが出た時には拍手しスプリッ
トやガーター等の時には投げた本人もそうですがチー
ムメイトも声がでてしまいます。
何故か一体感を感じます。２ゲームがあっと言う間に
すぎてしまいました。

結果発表を待つ間にアトラクションがあり各クラブ
から代表を決め、一投で何ピン倒せるかと言うゲーム
がありクラブ単位で応援で盛り上がりました。結果発
表では残念ながらウエストクラブは頂けなかったので
すが、徳義会様が京都部地域奉仕・環境事業主査賞を
取られました。ワイズメンズメンバー等２０１名が集
まり有意義な時間が過ごせたと思います。

3月 ＨａｐｐｙＢｉｒｔｄａｙ
安田繁治 岩本敬子 角谷多喜治
市橋清太郎 茂山智弘 森田恵三

福田仁美メネット 中原優子メネット
森田直子メネット

3月 ＨａｐｐｙＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ
林正章・芳美夫妻

シリーズ、社⻑に聞く！
第五回 河合久美子社会保険労務事務所

労務士 河合久美子ワイズ

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。今回はワイズの事なら何でもパー
フェクトヒューマン!?河合ワイズにお話を伺いました！

起業のきっかけは？：元々、税理士事務所で事務員と
して働いていました。その時から漠然とサムライ業
(士業)に対する憧れ、やってみたいという気持ちはあ
りました。そんな時、労務士という仕事を知り、これ
なら自分にあっていると思い、仕事をしながら勉強を
し、26歳の時に試験に合格しました。しかし、その後
もそれまでの仕事を普通に続け、悶々とした歳月が過
ぎていきました。転機はその4年後、今が起業の時だ
という機運を感じ、当時の税理士事務所の所⻑に思い
をぶつけたところ、独⽴開業に向け、心強い後押しを
頂き、事務所内を間借りする形で平成10年に開業しま
した。その後、税理士事務所の移転の際に、今の場所
に拠点を移転し、完全に独⽴を果たしました。

事業を起動に乗せる為に苦労されたと思いますが：
最初は勤めていた税理士事務所で数件の顧客をご紹介
頂きましたが、それでは生活できるレベルではなく、
貯⾦を切り崩す毎日でしたが、やがて若手の税理士・
労務士の会に入会したのを期に色々なお仕事をご紹介
いただき、少しずつ顧客が増えていきました。そこで
学んだのは、仕事は人と人とのお付き合いで広がって
いくもので、人とのご縁を大切にしています。

これからの目標など教えてください：この業界でもIT
化していかないと取り残される感があり、事務的な仕
事はこれを積極的に活用し、スピーディーにして⾏き

たいです。そう
することで出来
た時間を、本来
の仕事である”顧
客の相談に乗れ
る”労務仕であり
たいと思ってい
ます。

河合久美子社会保険労務事務所

企業の安定した発展と従業員の安心確保をお手伝
いします

ご相談はお電話、メールにて
tel.075-417-0920

kumiko-k@mub.biglobe.ne.jp
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。



2月オープン役員会兼第一例会（通算773回例会)1/14
司会 安平書記

議事録製作者 牧野Ｙサ・ユース委員⻑
＜報告事項＞
1 1/16 竹林ワークの報告

牧野ワイズゲスト含め11名、古い竹カット、焼却。除草剤
の効果あり

2 2/7 国際協⼒チャリティイベント報告
３０万円売上、ネパールYMCA養護施設へ献⾦

3 ＢＦ使用済み切手について
TOF例会に古切手持参、切手切り作業、ハサミ持参

4 2/25 ＴＯＦ例会ついて
森田ワイズ講演 どっぷり論、新入会員等参加してください。

5 2/27 仙台「津波の石碑除幕式」の補助について
13:00〜森田、中原、桂参加 交流委員会予算から１人１万
円補助

6 3/5-6 ウエストクラブ 一泊例会について
湯の花温泉 渓山閣 16:00集合随時入浴 18:00宴会場に
て例会開催後、宴会 アトラクション 終了後部屋へ移動
朝までワイズ

7 4/2(土）徳義会さくらまつりについて 現在未定 予定空
けておいてください。

8 4/3(日）ウエスト チャリティダンスパーティーについて
阪急洛⻄口駅から徒歩２分、参加費\2000 収益⾦はロー
ルバックマラリアに献⾦予定。チケット購入、景品提供、お
手伝いお願いします。

9 第36期会計中間報告 ⽴山会計から報告
10 引継例会のＰＴ委員⻑について

角谷次期会⻑が委員⻑で委員を指名、ドライバー委員も３名
加わる

11 各事業委員会報告
ファンド：たんかん２５箱予約、２０日桂ワイズ会社にて

引取M\3000 S\3500
交流：台湾国際大会か北海道部会（十勝クラブ４０周年）

どちらか⾏ってください

＜協議事項＞
1 石巻津波石の支援⾦について

東日本震災預⾦から１０万円
2 3/15締切 ロールバックマラリア 献⾦⾦額について
チャリティーダンスパーティー収益⾦、納涼例会オークショ
ン収益⾦合わせて１６万円

3 5月例会（パレス合同例会）について
5/11京都ブライトンホテル 堀場製作所 社⻑様講演

＜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回実⾏委員会報告
変更点：コース、タイトル、参加費 屋台での飲食物販売は
４０℃以上加熱のものに限る。次回4/22

2 2/13 YMCA創⽴127周年記念会員集会
18:30〜自由参加 みんなで討論会 ブランディング、活動

内容など
3 3/6 ＹＭＣＡリーダー祝会について

加藤会⻑出席予定 ３万円お祝い

＜京都部関係＞
1 2/6京都部EMCシンポジウム(懇談会)参加報告
京都部５名減 ４９８名
2 2/28チャリティボウリング大会について １１名参加予定
3 3/6 チャリティゴルフ大会について 瑞穂ゴルフ倶楽部
⽴山、塚本参加予定

4 3/19-20 THE Y CUP 第三回ミニバスケットボール大会に
ついて 自由参加

＜その他＞
1 6/25-26（前夜祭24日） 第19回 ⻄日本区大会について
（場所：ホテルニューオータニ大阪）

＜議案＞
１ 議案１ 3月一泊例会の登録費について

参加者は受益者負担10,000円とする。 承認
以上

ＹＭＣＡニュース
１．第１２回インターナショナル・チャリティーラン参加申込
開始
３月５日（土）より参加申込受付を開始します。協賛のご支援
も受付中です。ご協⼒よろしくお願いします。京都ＹＭＣＡ窓
口か、大会ＨＰ（http://kyotoymca.or.jp/c-run）まで
２．第２７回全国⾞いす駅伝競走大会
ワイズメンズクラブのボランティアが、各中継所及び⻄京極競
技場での選手の介助をボランティアで⾏います。
日時 ３月１３日（日）午前８時 〜 午後４時
場所（集合）宝ヶ池グランドプリンスホテル１階ロビー
３．The Y Cup第３回京都ミニバスケットボール大会
大会当日ボランティア募集。京都ＹＭＣＡ（担当加藤）まで
日時 ３月１９日（土）２０日（日）午前９時 〜 午後５時
会場 京都市横大路運動公園体育館
４．第２回マイ・マイフォーラム
聴覚障がい児プログラム研究会「マイ・マイ」が、「聴覚障
がい学生の就職」をテーマにフォーラムを開催します。当事者
の⽴場から、また受け入れる企業の⽴場からのお話を通して情
報交換をし、理解を深める機会です。ぜひご参加ください。
日時 ３月２０日（日） 午後１時３０分 〜 ４時
場所 京都ＹＭＣＡ三条本館 マナホール
参加費 無料
情報保障 手話、要約筆記、ＦＭ補聴システム
５．平和のための開発教育セミナー
「開発教育」の入門編のセミナーの第３回目です。
日時 ３月２５日（⾦）午後７時 〜９時
場所 京都ＹＭＣＡ三条本館２０４号室
６．チャリティーライブ
収益⾦をインド・ランチＹＭＣＡが取り組んでいるハンセン病
患者とその家族の支援に用いてきました。今年は、参加者の皆
さんが楽しめるよう歌や音楽が好きな有志によるチャリティラ
イブイベントを開催します。出演者も募集中です。
日時 ３月２７日（日）午後５時〜８時
場所 アメリカングラフティーズ
参加費 ６，０００円（フリーフード、フリードリンク付き）
お問合せ：活動推進専門委員 北川(tel)075-344-6210
Ｅ－ｍａｉｌ）kitagawa@mat-c.jp
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
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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

２２２２００００１１１１６６６６年年年年４４４４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

4/2 土 さくら祭 後報 平安徳義会

4/3 日 ﾁｬﾘﾃｨｰﾀﾞﾝｽ 後報 洛⻄

4/7 木 三役会 19:00 京都YMCA
4/9
4/17

土
日 筍堀り 9:00 ⻄山竹林

4/14 日 役員会(第一例会 19:00 京都YMCA

4/17 木 夜桜フェスタ 15:00 リトセン

4/28 日 第二例会 19:00 ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ&ｽﾊﾟ


