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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」

一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、
一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶので
す。
コリントの信徒への手紙１ 第１２章２６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

２年目を迎えた舞鶴ＹＭＣＡ
舞鶴ＹＭＣＡ国際福祉専門学校副校⻑

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

阿部和博(京都ウエスト連絡主事)

京都府北部の舞鶴市にＹＭＣＡの専門学校を開校して２年目を迎えました。この間、お支えいただきましたすべての
方々に心から感謝申し上げます。私もこの地に移動し、早いもので１年４か月が過ぎました。日本海の冬を初めて経験
し、その厳しさを知ることができました。冬が過ぎれば、満開の桜と共に感動的な春がやってくることを体感できまし
た。澄み切った空と穏やかな海、海と山に囲まれた資源豊かなすばらしい環境が人を心豊かに過ごさせてくれるのだと
いうことも実感させていただきました。しかし、その反面この地域に住むと日本は経済資本主義の社会であることを感
じえません。需要と供給のバランスのため交通も不便で職場も限られており、高等教育機関も少なく、そのため１８歳
から３０歳ぐらいまでの若者は定住しにくい環境にあります。ご承知のとおり、少子高齢化、街の活性化、次代を担う
若者の育成という３つの対策が急務の地域です。とりわけ「若者の減少」は
最大の問題です。若者がいない社会は未来に希望が持てません。ＹＭＣＡの
開校使命は若者を京都府北部で育て、グローバルな視点で物事を考え、この
北部の明るい未来のために活躍してもらう人材を増やしていくことです。地
方創生に欠かせないのは地域を担う若者の育成だと思います。舞鶴ＹＭＣＡ
は専門学校事業を中心に⾏政や地域の方々と共に「若者を増やし育てる」活
動を⾏っていきます。難しい課題ですがこれこそ世界中のＹＭＣＡでチャレ
ンジしている「若者が自分たちの⼒で社会を変えていく運動」です。ぜひ、
今後も皆様に強⼒なサポートをお願いし、ご寄贈いただいた「モミの木」と
共に「若者の成⻑」を応援していただければ幸いです。
メンバー数

会
員
広義･功労
特別ﾒﾈｯﾄ
合

計

30名
2名
1名
33名

4月出席率96.7％
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ含む
3月出席率90％

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

23名
1名
0名
1名
0名

メ
ン
メネット
コメット
ゲ ス ト
ビジター

25名
1名
0名
3名
6名

前 月 累 計 106000円
第 二 例 会 12000円

合

25名

合

35名

累

計

計

ファンド

ニコニコ

全額YMCA奉仕活動募⾦へ

前月累計
内ポテト
4月
合計

745960円
724000円
0円
745960円

前月累計
4月

12831円
0円
12831円

東北支援募⾦

計

106000円

合

計

平安徳義会桜祭り報告
2016.4.2(土) ファンド委員⻑渡邊昌嗣

ウエスト参加メンバー・メネット１３名。皆様お疲
れさまでした。

4月2日（土）11時より毎年恒例の桜祭りが開催さ
れました。花も八分咲きで天気も良く最高のお花⾒日
和の中、ウエストクラブを代表して加藤会⻑が満開の
挨拶をされました。ワイズメンバーは焼きそば、フラ
ンクフルト、わらび餅をチケットで販売し、子供たち
にも喜んでいただき、すばらしい交流機会となりまし
た。
私は11時から13時まで安平ワイズと共に焼きそば
をひたすら焼き続け、腕をあげることができました。
⼥子プロ野球の京都フローラさんの参加や、子供たち
のダンスや演奏もあり、楽しい1日になりました。

竹第４回竹林筍堀り＆BBQイベント
京都⻄山竹林 2016.4.9(土)

広義会員

参加者：加藤会⻑、角谷、安平、塚本、岩本、福田、
市橋、渡邊

チャリティーダンスパーティー
４月３日（日）洛⻄口ベアティーホール

⾦澤典子

今回で６回目になる、チャリティーダンスパーティー
は、ロールバック支援の主旨で⾏いました。いつもの
ように、スタジオＤＤスタッフが主になって進⾏をさ
せていただきました。
⻄日本区地域奉仕・環境事業主任の川上孝司ワイズ
も、お孫さんと御参加いただき、ロールバックについ
てのご説明と挨拶もいただきました。
場所が少し⻄で在るのと、お花⾒時季に重なった事
も有り、チケット４０枚と少し寂しい人数でした。そ
れでも参加頂いた皆様に喜んでいただけるようプロデ
モや、ダンス未経験者の為のワンポイント、メンバー
からの寄贈品の抽選会など⾏い、なごやかに終了致し
ました。終了後は、スタジオＤＤスタッフとウエスト
メンバー数名と打ち上げを楽しみました。

大⻄光子

良いお天気に恵まれて、久しぶりの筍堀りです。竹
林広場では、もうワイズメンが竹やぶの下草刈やかま
どの準備を早くから始めています。
早速、私たちもバーベキューのお手伝いに参加しまし
た。ひと段落したところで、会⻑の挨拶・参加者の紹
介・注意事項があり、筍堀り開始です。
「ここにもあるよ〜」子供たちの元気な声が竹林に響
く中、たくさんの筍が採れました。定期的な竹林の手
入れと活動のおかげで、筍も⽴派に成⻑していました。
採れたての筍で、安田シェフのバーベキュー・市橋シェ
フの竹筒の筍ご飯・リゾット等、お腹は大満足。子供
も大人も笑顔いっぱい楽しい一日となりました、
また十勝クラブからは、ジャガイモ(インカのめざ
めという珍しい種類)・⻘々としたニラが届き、焼い
て、炒めて、おいしく頂きました。大阪⻄クラブから
は、白菜と珍しいスルメのキムチ持参でご参加くださ
いました。皆様のご協⼒に感謝です。本当にありがと
うございました。
平安徳議会
からは、先
生と子供４
名、地域数
家族、他ク
ラブゲスト
も含め総勢4
0 名を越す大
盛況！

京都YMCAリトリートセンター夜桜フェスタ
2016.4.17(日) 茂山智広特派員

４月１７日日曜、恒例のリトセン夜桜フェスタが⾏
われました。前日まで天気予報は雨、でも当日は昼か
ら晴れわたり、牧野委員⻑の日頃の⾏いの良さが証明
されました。私が３時半に到着するとブースの後ろに
は大量のタケノコ！朝から雨の中作業していただいた
加藤会⻑、中原、角谷、山本ワイズ、本当にありがと
うございました。ぜんざい作りは安平書記が担当で、
大きなズンドウの前で暑い暑いと言いながらも頑張っ
てました。徳義会での焼きそばと言い、案外料理好き
な所もあります。味付けは最後に鈴木メネット直伝の
しょうゆを少し、甘さだけでない程よい味に仕上がり
ました。１７時の開始前からぼちぼちタケノコが売れ
始め、中原ワイズから、「これを例年のファンドにし
ても面白いのじゃないか？」とのご意⾒。１０００円
で袋いっぱいの量ですから、シーズンに何回か三条Y
の前で売ってもいいかもしれませんね。１７時からぜ
んざいのほうは私の美声のせいかよく売れて、最終的
に完売しました。タケノコももちろん完売で、収益は
なんと２２，５００円！皆さんの汗と涙がしみ込んだ、
⻑岡京の竹林の恩返しと言ってもよろしいのではない
でしょうか？
参加者：加藤会⻑、牧野、安平、角谷、安田、山田、
河合、桂、野田、茂山

4月第二例会 Yサ例会報告
2016.4.28(木) 編集⻑ 市橋清太郎
4月第二例会はYMCA・ユースサービス事業委員会
主催によるYサ例会です。それに加え新入会員の入会
式も⾏えるうれしい例会となりました。そのようなこ
とで我がクラブから輩出の河合⻄日本区Yサ主任はも
とより、⻄日本区から正野書記、小野EMC事業主任、
京都部から小櫻Yサ・ユース事業主査にお越し頂き、
また遠路、ペンタゴンDBCの東京⻄クラブから高島ワ
イズを始め、ビジター・ゲスト様多数ご参加頂き、厳
粛に、また盛大に例会を開催することができました。
山田ワイズ司会で進⾏され、最初の入会式では桂ワイ
ズご紹介の飯野様の入会式を執り⾏い、新たな仲間の

加入をみんなで祝いました。
次に4月14日から起こった熊本震災への緊急支援⾦
の拠出について臨時総会を⾏い、DBCクラブであり、
次期岩本理事を中心に被災者支援にあたられている熊
本にしクラブへ20万円の支援⾦を拠出することが満場
一致で議決されました。
食事の後、ゲストスピーカーの關氏(YMCA職員)と
中島氏(京都大学学生YMCAシニア)の両名より昨夏の
京都アジア大会と併設して⾏われました、アジアユー
スコンボーケイション(AYC)の参加報告会が⾏われま
した。AYCとはアジアエリアのワイズやYMCAの関係
者で30歳未満の若者を各地区から参加代表を募り、数
日間、寝食を共にし、国際問題の学習や交流を図るワ
イズのプログラムです。
スピーカーの両氏は短い期間での準備に苦労された
ことや、開催期間中の充実した活動、更には終わって
から、その学習を⾏かす為に、YMCA国際専門委員会
の協⼒を得て、独自に勉強会を開催するなど、大変充
実した経験であったことを雄弁に語られました。ゲス
トで聴講した2016夏の台北インターナショナルユー
スコンボーケイションに参加が決まった私のコメット
にもとても刺激になったようです。

参加者：⻄日本区より正野書記・小野主任2名京都部
より小櫻主査、ビジター：高島ワイズ(東京⻄)、赤松
ワイズ(グローバル)、人⾒ワイズ(パレス)、ゲスト2
名、メン25名、メネット1名、コメット1名

新入会員紹介
飯野正樹ワイズ

入会おめでとうございます！
紹介者 桂厚子ワイズ
昭和48年8月生まれ、42歳独身
出身地 埼玉県
現住所 京都市
ご職業 大同生命保険株式会社
勤務
入会日 2016年12月1日
ご本人より一言
『このたび入会させていただき
ました飯野正樹と申します。分からないことだらけです
が、少しでもお役に⽴てればと考えておりますのでご指
導くださいますようよろしくお願いいたします。』

4月オープン役員会兼第一例会（通算777回例会)4/15

＜役員会議案＞

議案１ 桂ワイズ紹介 飯野正樹様を5月1日入会とする

承認

＜報告事項＞

議案２ 飯野正樹様をEMCドライバー委員会に配属する
以上

承認

司会 藤居書記
議事録製作者 林EMC委員⻑

1 3/12（土） 竹林ワークの報告について
草刈りなしで、ワーク場所の整理、BBQに向けての竹の子の試
し掘り
2 3/13（日） YMCAリーダー祝会 参加報告
14：00から、正装で始まる。お祝い、3万円をお渡しする。
3 3/12-13（土日）次期会⻑主査研修会 参加報告
角谷次期会⻑、新大阪で研修に参加。岡本ワイズのキーノートが
印象的だった。改めて、ウエストクラブの良さを認識。
4 3/19-20(土日)第3回ミニバスケットボール大会 参加報告
会⻑、体調不良で参加できず。協賛⾦、1万円を渡す。
5 3/27(日)クラブ対抗 チャリティライブ 参加報告
17：00時スタート。40名の参加。河合ワイズのフルートを披露。
少人数で少し閑散としていた。
6 4/2（土） 徳義会「さくら祭」の報告について
参加人数200名。焼きそば、フランクフルト、わらび餅。フラン
クフルトが大人気。来年は乳児院の建て替えがあるので次期は少
し変更あり。
7 4/3（日） ウエストチャリティダンスパーティーの報告につい
て
チケット販売、40枚。5万円の収入あり。ロールバックマラリア
募⾦とする。
8 4/9 (土)筍堀り、BBQ交流の報告について
参加人数42名。近隣の方 6名を含む。入会候補の飯野さんも参
加。BBQの準備に手間取り、近隣の方との交流が少ししかできな
かった。準備に今後の課題を残す。竹の子掘りは100本ほどとれ
る。1,000円の参加費は妥当であろう。
9 4/17(日)筍堀りについて
9：00時からスタート。男性陣が、5〜6名の参加。竹林の看板の
補修が必要。
10 4/17（日）夜桜フェスタについて
天気が心配。参加者は10名の予定。15：30に集合。食器洗いな
どをサポートする予定。当日雨天の場合は、中止の場合もあり。
11 4/28(木)第二例会（Ｙサ例会）について
河合ワイズのコーディネイト。AYCについての報告。
4月19・21日の委員会で例会の調整をする。
12 5/11(水)パレスクラブとの合同例会について
19：00時からブライトンホテルで開始。パレスクラブとの合同
委員会で内容決定。堀場製作所、会⻑の講演あり。80名の参加予
定。キャパが100名。他はゲスト参加を募集。為国、⾦澤ワイズ
の司会。
13 5/14(土)ウエスト次期役員研修会について
15：00からYMCAで⾏う。全員参加の予定。
14 引継ぎ例会について
角谷ワイズを中心にドライバー委員会がサポート。
15 次期ホームページ更新について
現在は安平、中原ワイズが更新。林茂ワイズの手腕で新調予定。
メンバー全員が触れるようなHPにする予定。年間4,000円の負担
増。
16 各事業委員会報告
Yサ委員会、牧野ワイズ 留学生が徳義会をサポートしたい。
ファンド委員会、渡邊ワイズ ファンド⾦額の徴収のお願い。
会計、⽴山ワイズ 3月15日までのCS/BF献⾦の未入⾦の報告。
（⻄日本区での表彰の対象から外れるかも）本日入⾦の報告。41
9,900円
加藤会⻑ 市橋さらコメット、台北への参加がOKになる。⻄日
本区から参加の2名のうちの1名。

＜協議事項＞

1 新入会員候補 桂ワイズ紹介 飯野正樹様について
身上書の紹介。Yサ例会で入会式を⾏う。→議案へ
＜他クラブ関係＞
1 4/24(日)洛中クラブ「日本の文化観光例会」について
伊勢神宮に参拝。ウエストからは3名の参加。
2 4/29(祝) 木器窯スプリングフェスタについて
恒例の大阪⻄クラブの主催。出席者を募集。

＜ＹＭＣＡ関係＞
1 4/30（土）ＹＹＹフォーラムについて
テーマは気候変動・環境問題。地下のマナホールで開催。
ウエストクラブの参加者がいないので欠席の予定。
2 5/22(日)京都ＹＭＣＡインターナショナルチャリティラン
2016inかもがわについて
朝7時から7名の受付が必要。人数の確保。協賛⾦の募集。
＜京都部関係＞ なし
＜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）
前夜祭は河合ワイズが参加。ウエストからは25名の参加。会場
はIMPホール。懇親会はホテルニューオータニであり。メンバー
の宿泊施設の報告。
2 8/4〜8/7 台北国際大会について
国際大会参加募集の冊子。大会会場の案内。加藤会⻑からの参加
ツアー案内。

臨時総会 日時2016/4/28(木) 議⻑加藤会⻑

＜議案＞
議案1 熊本震災支援として東日本震災支援⾦より20万円を拠出
し、熊本⻄クラブへ送⾦する。

承認

ＹＭＣＡニュース

1.会員オリエンテーション
維持会員ＢとしてＹＭＣＡ運動を積極的に担っていこう
という意欲のある方を対象に、ＹＭＣＡについての理解
をより一層深めてもらうための会員オリエンテーション
を開催いたします。京都ＹＭＣＡに入会して１年以上の
方で、定款に定められた目的に賛同し、維持会員Ｂとな
る志のある方は、ぜひご参加ください。
日時：2016年6月13日 19時〜
場所：京都ＹＭＣＡ三条本館
内容：京都ＹＭＣＡの使命、日本ＹＭＣＡ基本原則につ
いて／京都ＹＭＣＡの組織と事業について/会員活動につ
いて
2．２０１６年度会員協議会
公益財団法人京都ＹＭＣＡ第５回会員協議会を開催いた
します。多くの会員の皆様のご参加をお待ちしておりま
す。
日時：2016年6月24日19時〜
場所：京都ＹＭＣＡ三条本館 地階マナホール
内容：リブランディングについての報告、京都ＹＭＣＡ
の一年の事業報告など
連絡先：事前に出欠連絡を京都ＹＭＣＡ本部までご連絡
ください。
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

5月

ＨａｐｐｙＢｉｒｔｄａｙ

安平 春美メネット
5月 ＨａｐｐｙＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ
阿部和博・和美夫妻
桂厚子・五郎夫妻
草野功一・敬子
藤居一彦・美幸夫妻
２０ １６ 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

２０ １６年 ６月 スケジ ュール
6/2

木

三役会(新旧合同) 19:00

京都YMCA

6/9

木

役員会(新旧合同) 19:00

京都YMCA

6/18

土

引継ぎ例会

6/25
-26

土日

⻄日本区大会

18:00 ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ&ｽﾊﾟ
大阪松下IMP
ホール他

