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「強い義務感を持とう！義務は全ての権利に伴う」
標

国際会⻑
主題

YMCAサービス・ASF

Wichian Boonmapajorn(タイ)

”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
主題

西日本区強調月間

語

Edward K.W. Ong（シンガポール）

”Through Love, Serve”(愛をもって奉仕をしよう)

⻄日本区理事
主題

遠藤通寛 (大阪⻄）

ワイズメンは、YMCAをより深く理解し、ユースに寄り添
い、今まで以上に「Yサ⼒」をアップできるよう、積極的
に努⼒しましょう。 河合久美子 Yサ・ユース事業主任

今 月 の 聖 句

”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」

あなたがたは、主キリスト・イエスを受け入れたので
すから、キリストに結ばれて歩みなさい。
コロサイの信徒への手紙２章６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

新たなるスタート

加藤秀⾏

⻑

副会⻑

角谷多喜治

書

記

安平智史・藤居一彦

会

計

⽴山隆一

平安徳義会養護園

施設⻑

木塚勝豊

第7回「桜祭り」より2016年度もスタートし、平安徳義会も新たなる歩みを始めます。いつもながら、
当法人事業に対して多大なるご支援・ご協⼒に対し深く感謝申し上げます。平安徳義会は1890年に創設
され、今年2月に126周年を迎え、ここ洛⻄の大原野に拠点を置いて50年の歳月が経とうとしています。
児童棟、管理棟、期頥（きい）ホールについては築20年を迎えた昨年度の事業で改修工事を実施し、外
装はもとより内部もリフォームして個室等が増えました。しかし、乳児院については何度も建て替えの検
討をしてきましたが、資⾦繰りがつかず頓挫していました。昨年度にはようやく⾒通しが⽴ち、今年度と
来年度をかけて新築工事に入る予定です。現在は、厚生労働省からの内示を心
待ちにしつつ準備している真っ最中です。しばらくの間、乳児院の子どもたち
は仮設住居での暮らしとなり、2017年10月の開設までは不自由かけますが、
よりよい暮らしへの辛抱の期間でもあります。今年度の地蔵盆の集い、来年度
の桜祭りと地蔵盆の集いが事業休止となりクラブと施設を結ぶ事業も新たに創
設する必要があります。十分に協議していきましょう。更に、言いにくいお願
いではありますが、乳児院建築に際しご寄付賜りますよう宜しくお願いします。
当法人において、潤沢な資⾦があるわけではなく、2020年に開催される東京
オリンピックなどの影響から資材高騰も予想されます。いつも、勝手なお願い
ばかりで恐縮ですが何卒、宜しくお願いします。
メンバー数

会
員
広義･功労
特別ﾒﾈｯﾄ
合

計

29名
2名
1名
33名

3月出席率90％
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ含む
2月出席率80％

第二例会(一泊例会

第一例会

メ
ン
メネット
コメット
ゲ ス ト
ビジター

22名
1名
0名
0名
5名

メ
ン
メネット
コメット
ゲ ス ト
ビジター

20名
0名
0名
0名
0名

前 月 累 計 106000円
第二例会
0円

合

28名

合

20名

累

計

計

ファンド

ニコニコ

前月累計
内ポテト
3月
合計

745960円
724000円
0円
745960円

前月累計
3月

12831円
0円
12831円

東北支援募⾦

計

106000円

合

計

一泊例会

この日は3月にもかかわらず気温が暖かくプレーには

2016.3.5-6(土日) ⻲岡湯の花温泉
功労会員

渓山閣
松本忠正

3月5日、湯の花温泉渓山閣にて一泊例会が⾏われ

良かったのですが、花粉でボロボロになっておられた
方が若干名…。アジア大会でお世話になった洛中クラ
ブの竹山ワイズと本日初ラウンドの市橋ワイズが初参
加。いつもながら楽しく過ごせました。栄えある優勝

ました。18時開式と言うことで、16時頃から三々五々、 者は⽴山ワイズ。準優勝者は塚本ワイズでした。第６
⾞や電⾞を利用して集合して参りました。場所柄、早

回ゴルフコンペもたくさんの参加者で楽しみましょう。

めに到着して、温泉で英気を養い、ゆったりとした気

参加者 竹山Y's(洛中クラブ)・⽴山・塚本・角谷・
安田・渡邉・林(正)・佐治・市橋・島田

分でワイズ談義の寸法である。功労会員の私は久々の
参加と言うことで色々と楽しみな話を考えていたので
すが、16時に到着したにも関わらず、18時までメン
バーに殆ど合えずじまいであった。18時に野田ワイ
ズの司会で始まり、加藤会⻑期9ヶ月目の落ち着いた
挨拶があり、会⻑終盤になると皆さん上手になるもの
だと感心しました。役員会報告、ハッピーバースデー、
アニバーサリーと続き、40周年を迎える為の準備の
話し合いは渓山閣自慢のお食事を堪能した後、客室に
集まって朝までワイズ議論の勢いはあったものの酒の
量が過ぎたのか、準備不足の面もあったのか、発言す
る人も偏りがあり、私の感想を言わしてもらえれば、
少し盛り上がりに欠けた気がしました。翌朝もバイキ
ング朝食を頂いて、解散式もなく、湯の花に別れを告
げました。
参加者：メン20名

リトセン・チャリティゴルフコンペ参加報告
瑞穂ゴルフ倶楽部 2016.3.6(日)
会計

第５回京都ウエストゴルフコンペ
瑞穂ゴルフ倶楽部 2016.3.5(土)

島田博司

3月5日（土）第５回京都ウエストゴルフコンペが
瑞穂ゴルフ倶楽部で開催されました。

⽴山隆一

2015年3月6日 瑞穂ゴルフ倶楽部でリトセン・
チャリティゴルフコンペがパレスクラブホストのもと
で65名のワイズメンが参加して開催されました。
当日は午後から雨の予報でしたが風は少し強かった
のですが、寒くもなく絶好のゴルフ日和の中でプレイ
を楽しむ事が出来ました。
ウエストクラブからは、前日の第5回ウエストクラ
ブコンペ優勝の⽴山と2位の塚本ワイズが参加し、個
人とクラブ優勝を狙ったのですが、塚本ワイズが15
位と⽴山が44位と言う成績に終わりました。
個人優勝は、グローバルクラブ山藤ワイズ・クラブ
優勝はトップスクラブさんでした。 収益⾦は215,
555円はでした。
来期はウエストクラブだけで最低1チームは参加し、
リベンジをしたいと思いますのでみなさんよろしくお
願いいたします。
最後にこの2日間は楽しませていただきました。有
難うございました。
参加者：塚本・⽴山

3月⻄山竹林ワーク報告

2016.3.12(土)

森田惠三
３月１２日（土）定例竹林ワークに参加しました。
持参の⻑靴に履き替えようと第１号の竹ベンチに腰を
下ろした途端ベキッ！と折れてドッスンと尻餅。いつ
も、もうそろそろ作り直さないと危ないなぁと云って
いたのに全く不用心なことでした。早速、ベンチの竹
を竈で焼却するのが私の仕事となりました。おかげで
後半には良く燃える火で焼いた獲れたて筍のホイル焼
きをほんの少しずつ分けあって初物を味わうことが出
来ました。
藪下での伐採竹の焼却、⻑い間手を入れてなかった
倉庫の大掃除と整理整を済ませました。次いでの大仕
事は薄い鉄板製のベンチの修繕作業でした。もともと
使い古した貰い物だけに錆付いて片脚が折れてしまっ
ていたものを何とか生かそうと工夫して、太い竹の支
柱を取り付け⾒事に丈夫な義足が完成、確り使用に耐
えるものとなりました。今後早いうちにもう１台のベ
ンチと残る３台の竹製ベンチも完全補強をする必要が
あります。
ワーク終了後、４月８日の「第４回たけのこ堀り
ｄｅ ＢＢＱ」についての準備と段取りを協議して散
会となったのでしたが、中原ワイズのトラックの後輪
がやわらかい地面に陥没、押してもだめな⾞を助けた
のが市橋ワイズの緊急用牽引ロープを引っ張った加藤
会⻑⾞。ワーク幕開けの尻餅劇と幕閉めの危機脱出劇
はなかなかの傑作でした。

尚参加者は、常連助っ人の赤松ワイズ・加藤・中原・
市橋・福田・岩本・森田でした。
第37代

角谷次期会⻑期

新体制決定！

３月の役員会で事業委員⻑が選出・承認され、次期角谷
会⻑期の三役・役員が全て決定されました。メンバーの
顔ぶれは下記の通りです。
三役
副会⻑(次々期会⻑)
書記(内部)
書記(外部)
会計

氏名

安田繁治
島田博司
中原一晃
河合久美子

事業委員⻑
地域奉仕・環境委員⻑
ドライバー委員⻑
Ｙサ・ユース委員⻑
ブリテン広報委員⻑
EMC委員⻑
ファンド委員⻑
交流IBC/DBC委員⻑
メネット連絡員

牧野万⾥子
澤田⻑利
塚本勝⺒
佐治幹生
野田泰伸
山本幸仁
岩本敬子
森田直子メネット

新三役には⻄日本区事業主任も歴任した中原・河合両氏
と元京都部会計の島田氏に加え、次世代の京都ウエスト
期待の安田氏と抜群の安定感です。
事業委員⻑には、初選任された澤田氏、佐治氏の活躍
に期待です。

それ調べてみました！

このコーナーでは「それホンマ？！」な事をちょこっ
と調査します。初回は

子持ちししゃもの都市伝説！について

とある⾏事のお疲れさま会で出てきた”ししゃも”を⾒て、
Fアニキが「安もんの子持ちししゃもは、オスのししゃも
の腹に魚卵が注入されてるらしいで〜」と。農学部出身で
前職で様々な食品製造現場を⾒てきた編集⻑としては、ホ
ンマですか〜な衝撃ニュース！ししゃもの腹をまじまじと
⾒ても注入痕は⾒られず、これは調べなければ！
インターネットで関係各所のページを検索していると、一
昔前にロシアの業者がそのようなことしたことがあったと
か、なかったとか…という記事が。詰めているのはキズ物
の子持ちししゃもの卵！(変なもんじゃなくてよかった)
ですが、ししゃも10匹のスーパーでの売値を⾒てくださ
い！とてもこんな手間をかけて利益がでる価格ではない…
ということで、あえなくこの手法は頓挫、今ではやってい
るところはないそうです。嗚呼、一安心。
ちなみに流通している”ししゃも”の99%はカラフトシシャ
モで、「子持ち」は100％これだそうです。国産の本シシャ
モとは別の種類(属)であることは有名な事実です。

3月オープン役員会兼第一例会（通算775回例会)3/10
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 2/23（火） YMCA創⽴127周年記念会員集会の報告
ＹＭＣＡの活動ををどのように理解してもらうか、ＹＭＣＡの強
み、弱みについてなどのテーマでグループディスカッションが⾏
われた。参加者 桂ワイズ、草野ワイズ、河合ワイズ
2 2/27（土） 仙台 石巻「津波の石碑除幕式」参加報告
森田ワイズが代表で感謝状を受け取られた。
当時の非難の様子などを聞き改めて悲惨さを実感。大阪⻄クラブ、
東京⻄クラブも参加、ウエストからは中原交流委員⻑、森田ワイ
ズ、桂ワイズが参加。
3 2/28（日） 京都部チャリティボウリング 参加報告
ウエストメンバー７名、徳義会３名（先生１名）参加。ゲーム、
アトラクションを通じて楽しく交流することができた。
4 3/5-6（土日） ウエスト一泊例会 報告
⻲岡湯の花温泉で開催。例会形式での夕食会、アトラクションタ
イムもあり、メンバーが楽しく交流、２次会では４０周年に向け
て活発な意⾒交換が⾏われた。参加者２０名
5 3/6 (日）チャリティゴルフ大会 参加報告
パレスクラブがチャーター、天候に恵まれ絶交ゴルフ日和での開
催。参加者６５名、ウエストからは⽴山会計、塚本ワイズが参加。
当日の収益⾦は215,555円。次期は洛中クラブがホスト。
6 3/12（土） 竹林ワークについて
草刈予定。終了後、近隣に4月9日タケノコ堀りワークのチラシ
を配布予定。
7 3/13（日）ＹＭＣＡリーダー祝会 について
加藤会⻑が参加。お祝い⾦として３万円を贈呈。
8 4/2(土）徳義会さくらまつりについて
例年通りの内容でサポート。焼きそば、フランクフルト、わらび
もちの屋台を出店。
9 4/3(日）ウエスト チャリティダンスパーティーについて
チケット販売、景品の提供の協⼒依頼。
今回の収益⾦はロールバックマラリア支援⾦として寄付。
10 4/9（土）・4/17（日）筍掘りについて
4/9（土）地域の方々にも参加を呼びかける。大阪⻄クラブへは
中原交流委員⻑から案内。参加費は1,000円。4/17（日）当日の
朝堀りタケノコ夜桜フェスタで販売。
11 4/17（日）夜桜フェスタについて
おぜんざいの屋台を出店。食器洗いのサポート。舞鶴ＹＭＣＡの
学生さんが参加。
12 たんかんファンドについて 31箱、95,000円の売り上げ。
13 YMCA東山荘100年記念支援について
クラブとして3万円ほどの記念グッズを購入。購入費は、Ｙサ予
算から２万円、物品費から１万円拠出。
14 各事業委員会報告
Ｙサ委員会 かもがわチャリティーラン協賛⾦協⼒のお願い
交流委員会 仙台 石巻「津波の石碑除幕式」参加報告書を⻄日
本区、京都部へ提出
会計 3月11日（⾦）に各種献⾦を送⾦予定

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
参加申込受付を中です。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．夜桜フェスタ
日時：４月１７日（日）午後５時〜８時
会場：京都ＹＭＣＡリトリートセンター
参加費：大人（中学生以上）2000円/名 小学生1000円/名
※無料送迎バスもあり（定員になり次第締切）
※国際協⼒チャリティーバザーにご寄贈いただける物品を受け
付けています。（未使用品でお願いします。）
3．ＹＹＹフォーラム
日時：４月３０日（土）午後２時 〜 午後４時
場所：京都ＹＭＣＡ地階マナホール
対象：ＹＭＣＡと関わるワイズメン、ユース、ボランティアグ
ループ、職員等
進⾏：宇高 史昭 氏（京都プリンスワイズメンズクラブ）
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

4月

ＨａｐｐｙＢｉｒｔｄａｙ

藤居一彦
松本純子メネット
4月 ＨａｐｐｙＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ
渡邉昌嗣・栄⾥夫妻
森田恵三・直子夫妻

＜協議事項＞

1 次期事業委員⻑選出について →議案へ

＜ＹＭＣＡ関係＞
1 3/19-20（土日）第3回京都ミニバスケットボール大会
協賛広告協⼒についてウエストクラブとして広告協賛する。
協賛費1万円はＹサ予算より拠出。メンバー個人のとして桂
ワイズが協賛。
2 3月27日（日）チャリティーライブコンサート
⾦澤ワイズにご指導いただき、ウエストダンシングチームと
して参加。
＜京都部関係＞ なし
＜その他＞

1 3/12-13（土日）次期会⻑・主査研修会について
角谷次期会⻑参加。
2 3/27（日）クラブ対抗チャリティーライブ募集について
当日の参加者の呼びかけ、チケット販売協⼒依頼。
3 ⻄日本区 EMCパートナー賞申請について
３名以上のスポンサーとなったメンバーが対象。対象メンバーを
調べて、藤居書記より申請。
4
6/25-26（前夜祭24日） 第19回 ⻄日本区大会について
３月中の申し込みが、早期割引の対象。できるだけ多くのメンバー
でで参加したい。

＜議案＞

議案１ 第37代 角谷会⻑期 事業委員⻑は下記のメンバーが就任
する。
地域奉仕・環境委員⻑ 牧野万⾥子
ドライバー委員⻑ 澤田⻑利
Ｙサ・ユース委員⻑ 塚本勝⺒
ブリテン広報委員⻑ 佐治幹生
EMC委員⻑
野田泰伸
ファンド委員⻑
山本幸仁
交流IBC/DBC委員⻑
岩本敬子
メネット連絡員
森田直子メネット

以上

２ ０１６ 年４月 スケジ ュー ル
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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

２０１ ６年 ５月ス ケジュ ール
5/12

木

三役会

19:30

京都YMCA

5/11

水

5/14

土

次期役員研修会

15:00

後報

5/19

木

役員会(第一例会

19:00

京都YMCA

合同例会(パレス) 19:00 ブライトンH

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。

