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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

評価・計画

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）

目標に向かって突き進めましたでしょうか。出来な
かった琴は次年度に頑張りましょう。出来たことは褒
めましょう。
遠藤通寛 理事

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」

あなたがたは敵を愛しなさい。人に善いことをし、何も
当てにしないで貸しなさい。そうすれば、たくさんの報
いがあり、いと高き方の子となる。
ルカによる福音書第６章３５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

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

今期の総括

第36代会⻑

加藤秀⾏

上記の会⻑主題を掲げてきましたがそれぞれの委員会、⾏事、交流等では活動は一
応の評価できる活動ができたと思いますが、まだまだ修正していく部分はあると考え
ます。メンバーも増強されていく中、委員会では委員⻑のもと役割を明確および分担
して取り組むことが可能になりますので次期には考慮していただきたいと思います。
今期の目標のファンドの充実ではじゃがいもの販売数の増加と販売価格の値上げも
あり増収となりました。クラブのファンドではないですが希少難病支援の豚肉ファン
ドを2回実施しましたが特に熊本地震後のファンドでは多くの注文をしていただき感
謝します。
Ｙサ事業では2回目の舞鶴での街頭募⾦を⾏いました。竹林事業では4月の筍堀＆バーベキューを実施しまし
たが大阪⻄クラブ及び近隣の方の参加で盛況でした。
ＥＭＣドライバー委員会企画のチャリティーオークションとスタジオＤＤ主催のチャリティーダンスではロー
ルバックマラリア支援に多額の寄付⾦が集まり、皆様のご協⼒に大変感謝しております。又おともだち例会で
は多くの参加者で大盛況でした。
交流事業につきましては8月のアジア大会では台北ダウンタウンとの昼食会、10月の熊本での九州部会への
参加で成果はありましたがアジア大会で当クラブ担当のエクスカーションでは京都部の横断的な協⼒のもとに
メンバー全員が携わり、成功裏に終えることができました。このような連携がクラブの発展に繋がると考えま
す。
⻄日本区Ｙサ主任及びブリテン委員⻑にはおそらく単独での役目、大変お疲れさまでした
1年間、不肖の会⻑ではありましたが皆様のご協⼒で努められたことに感謝申し上げます。
メンバー数

会
員
広義･功労
特別ﾒﾈｯﾄ
合

計

31名
2名
1名
34名

5月出席率93.5％
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ含む
4月出席率96.7％

第二例会(合同例会

第一例会

メ
ン
メネット
コメット
ゲ ス ト
ビジター

25名
1名
0名
0名
0名

メ
ン
メネット
コメット
ゲ ス ト
ビジター

23名
0名
0名
2名
0名

前 月 累 計 106000円
2000円
第二例会

合

26名

合

25名

累

計

計

ファンド

ニコニコ

前月累計
内ポテト
5月
合計

745960円
724000円
0円
745960円

前月累計
5月

12831円
0円
12831円

東北支援募⾦

計

108000円

合

計

合同例会withパレスクラブ報告
2016.5.11(水) 京都ブライトンホテル

佐治幹生

５月１１日京都ブライトンホテルにて、パレスクラブ
との合同例会が開催されました。
パレスクラブの小林会⻑の意向？で、この日は、HORIB
A製作所の堀場社⻑の講演も聞けました。
話された内容は、流石にグローバル会社の一部上場企業
だけあり、かけ離れた内容でしたが、
多くの、ヒントを頂き何より刺激を沢山頂きました。
中でも、社訓のお話は、大企業に関わらず経営者なら共
通する所もあり信念を持つという言葉がでした。
それと、仕事は楽しく！も、印象的でした。
私用ではありますが、HORIBAは、サッカーチームもあ
りサッカーチームはコラッ！！！って感じですが、講演
を聞き印象も変わりました。（笑）
その後は、パレスクラブさんとの交流もありテーブル
では、ウエストクラブ・パレスクラブの混合テーブルで
したが、身体の事でラン好き？の島田ワイズと話してい
ると、パレスクラブの大野様から話しを持ちかけられて
脊髄治療で良いお医者さんの話を聞けました。少し前か
ら、左手人差し指のしびれや、腫れがあるのですが、憂
鬱な事から解放されそうです。
と言っても、まだ⾏けてないのですが、皆様も、日頃
の身体には注意をしメインテナンスをして下さい。
全く、違う話になってしまってスイマセン！（笑）。

皆さんのご協⼒のもときっちり時間通りに終了し、その
あとは三条本館のむかいにある中華料理の柳華さんにて
親睦会が⾏われ、役員会とはまたちがった意⾒やそれぞ
れの思いを役員さん同士また次期会⻑が積極的に役員さ
んの所に⾏ってお話をされていたのが印象的でした。角
谷次期会⻑なら大丈夫。しっかりとウエストクラブの37
期の舵取りをしていただけると確信した瞬間でした。
参加者：次期三役および委員⻑全員

第5回YMCAかもがわチャリティーラン
加茂川河川敷 2016.5.22(日)

塚本勝己

５月２２日に鴨川でチャリティーランが⾏われました！
日頃の⾏ないのせいか、晴天に恵まれ過ぎ「ちょっと走
れるかな？」という位の天候でした
ウエストからは加藤会⻑、河合主任をはじめ多数のメ
ンバーでチャリティーランをサポート！主にランナーの
受付、テントの設営をまかされ楽しく参加出来たと思い
次期役員研修会
ます。
5月３日(日)京都YMCA
ウエストとしては屋台が出せず、少し寂しい気がしま
次期書記 島田博司
したが、来年はまた屋台に挑戦してみたいと思います。
私事ですが、このクオーターマラソン３度目の挑戦で、
5月14日、三条ＹＭＣＡにて角谷期次期役員研修会が 目標としていた１時間切りが初めて達成できました！
⾏われました。はじめはさすがに角谷次期会⻑も役員さ 楽しんで走る事、健康の為に走る事、目標を持って走る
んも少し緊張されていたようでしたが、緊張を解きほぐ 事、様々ありますが、走り終わった後はなんとも言えな
すような塚本Ｙサ委員⻑の一言で室内の張りつめていた い気持ち良さがあります！
ような空気も一変、その後、研修会もスムーズに進んで
因みに⼥性の優勝は市橋ワイズの妹さんでした！凄い
いきました。⻄日本区・京都部の活動計画、角谷次期会 です！
⻑の会⻑方針（標語）の説明、年間事業計画案について
徳義会の子供達とも会えたので皆さん来年はより多く
の発表と検討、クラブ予算案についての説明、三役の役 もみんなで参加しましょうね！
割分担についてと検討が進み、最後に質疑応答がなされ、 走り終わったあと岩本ワイズ氷ありがとうございまし

た＾＾
参加者：加藤、河合、牧野、安平、角谷、野田、市橋、
森田、岩本、山田、澤田

石巻広域ワイズメンズクラブ
チャーターナイトと被災地視察旅⾏
交流委員

森田惠三

５月２８日（土）チャーターナイトを迎える「石巻広
域ワイズメンズクラブ」の前日、私たち夫婦は大阪⻄ク
ラブの畠平夫婦・井上ワイズと共に、仙台からレンタカー
で気仙沼へと向かい、修復工事中の港からフェリーで大
島へと渡りました。欽ちゃんのどこまでやるの！で有名
になった気仙沼ちゃんの経営する⺠宿「アインスくりこ」
に投宿。豪華な海の幸料理と旅館の皆さんの温かいもて

メンバーズニュース

泰山木2号店"泰山木

四富会館"オープン!

from 野田泰伸ワイズ

小さなお店オープンしました。
京都市中京区で２店舗目のお店「泰山木 四富会館」
をオープンしました。カウンター６席の小さなお店です。
京都で３大ディープスポットといわれる四富会館の一角
にあります。四富会館は四条富小路上がる東側に位置し
ます。珍味で日本酒をちびちびという雰囲気です。お近
くへお越しの際は是非お⽴ち寄りください。
場所：京都市中京区冨小路通四条上る⻄大文字町６１５
四富会館１階
TEL：０８０－６１９０－５０００（若干つながりにく
いです）

なしに大満足でした。
旅の疲れを癒した翌日、石巻への南下途中、津波で消
失して再建された地福寺や周辺に広がる鎮魂の森建設予
定地に⽴ち寄り、同じ苗字が並び一家全滅を思わせる慰
霊碑前に佇み、暫し慰霊のひとときを持ちました。
チャーターナイトは午後２時から石巻グランドホテル
にて約１００名の参会者をもって開催されました。仙台・
仙台⻘葉城・仙台広瀬川３クラブによる災害支援チーム
が「ＹＭＣＡ石巻センター」を拠点として復興支援活動
を続けてきた中で、石巻地区に新しい奉仕クラブ設⽴の
機運が大きく高まり、元東日本区理事の清水弘一設⽴準
備委員⻑の下に、自ら被災され身内を亡くされ、家も失っ
た悲しみをも克服してゆこうとされる勇気ある仲間もク
ラブ造りに参画、仙台ＹＭＣＡ・ワイズ関係者など多く
の協⼒を得てチャーターメンバー２１人をもって石巻広

錦通り

域クラブが誕生するに至ったのです。
クラブビジョンの第一には「ＹＭＣＡと共に東日本大
震災で損害を受けられた方々に寄り添い地域の復興支援
活動を⾏う。また、復興状況を国内外に発信する」とい

冨
小
路

営業時間：
夕方５時３０分〜深夜２時
までです。
定休日：日曜日

四条通り

う崇高な奉仕活動方針を掲げられています。新クラブの
誕生を祝い今後の発展を心から願って参会者一同が高ら
かに祝杯を挙げました。
翌２９日はいつもながら仙台ＹＭＣＡ村井総主事運転
によるＹＭＣＡバスにて石巻市内、⼥川町・雄勝町（２
月に名振地区の津波の石建⽴式に出席した所）・大川小
学校・南三陸町へと北上して、今なお傷跡のこる被災地
を視察しました。地元市⺠と⾏政との意思決定の違いで、
防波堤優先か居住地復興優先かにより、復興の状況が全
く異なることを知り、国の財政支援の弱さと遅れも感じ
複雑な思いでした。
一日も早からん復興を祈るや切！

6月

ＨａｐｐｙＢｉｒｔｄａｙ

渡邊正嗣
佐治幹生
島田博司
山田麻紀夫
草野功一 塚本勝己
林芳美メネット、阿部和美メネット
6月 ＨａｐｐｙＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ
吉川忠・香絵夫妻
島田博司・由美子夫妻

5月オープン役員会兼第一例会（通算779回例会)5/19

司会 安平書記
市橋ブリテン広報委員⻑

議事録製作者
＜報告事項＞
1.4/17（日） 竹林ワーク筍掘りの報告について
加藤・中原・角谷・山本の4名で⾏い、約200本収穫、夜桜フェ
スタで販売
2.4/17（日） 夜桜フェスタ 報告
メン13名、ゲスト1名、メネット1名、コメット1名参加、筍完売
3.4/28（木）Ｙサ例会 報告
AYC参加者による報告会、飯野ワイズの入会式が⾏われた
4.4/29(祝） 木器窯スプリングフェスタについて
加藤・福田の2名で参加、竹林の朝堀り筍をお土産に持参した。
5.4/30（土）ＹＹＹフォーラム 報告
京都部のフォーラムと日時が重なった為、先に日程が決まってい
た阪和部へ出席(河合Yサ主任)。マザーテレサに関する講話、ユー
スリーダー参加のグループ討論などが⾏われた。
6.5/11(水）パレス合同例会 参加報告
堀場製作所社⻑兼会⻑の講演が好評だった。粛々と進む感じなど、
ウエストとは違う雰囲気を感じた。
7.5/14(土）ウエスト次期役員研修会 報告
15〜18時に全員出席で⾏われた。時期に向けて益々がんばる決
意を新たにした。懇親会に森田ワイズが激励に飛び入り参加さ
れた。
8.6/11（土）竹林ワークついて
9時集合で⾏う。
9.6/18（土）引継例会について
当日18時開始、順調に準備できている。
10.希少難病患者支援 豚肉ファンドについて
生産者が熊本地震被災地の阿蘇ワイズのメンバーであることから、
支援の意味も込め、26個の注文が集まる。
11.熊本⻄クラブへウエスト緊急支援⾦の報告について
臨時総会で決議の通り、5/6に振込みを⾏った。
12.各事業委員会報告
会計より会費未納の方、期末までに早急にお願いします。
＜協議事項＞
1.次期より茂山ワイズの会員資格を広義会員に変更について
ご本人よりお仕事上の都合で申し出あり。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
ウエストからは3名の参加。ガイド付きで伊勢神宮などをめぐっ
た。
＜ＹＭＣＡ関係＞
1.熊本地震のボランティアバス派遣について（第1便5/13-5/16 第
2便5/20-5/23)
2.5/22(日）京都ＹＭＣＡインターナショナルチャリティラン201
6inかもがわについて
受付係りは現地7時集合、それ以外は9時集合、今回ウエストの屋
台出店はなし
＜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）
ウエストから25名参加予定、今日現在、京都部で2番目の人数
2.8/4〜8/7 台北国際大会について、ウエストから7名参加予定
3.8/26（⾦）〜8/28（日）十勝クラブ40周年記念例会＋北海道部
会について参加者募集中
4.次次次期の⻄日本区理事の⽴候補者に関して
ウエストでは野田・桂・中原・河合の4名が⽴候補資格あり
＜役員会議案＞議⻑ 加藤会⻑
議案1 茂山智廣ワイズを第37期7月1日より広義会員とする 承認
議案2 取り下げ
＜総会議案＞議⻑ 角谷次期会⻑
議案1 ３７期会計予算案を承認する。 承認
議案2 ３７期事業計画案を承認する。 承認

以上

ＹＭＣＡニュース

１．熊本地震緊急支援募⾦にご協⼒ください。
４月１４日から熊本地方で起きている連続地震により、依然と
して多くの方々が避難生活を余儀なくされています。京都ＹＭ
ＣＡは全国のＹＭＣＡと協⼒し、熊本ＹＭＣＡを通じた支援の
ための緊急支援募⾦を⾏っております。ぜひご協⼒ください。
受付期間：２０１６年６月３０日（木）まで
募⾦方法：京都ＹＭＣＡの各階窓口にお届けいただくか、以下
にご送⾦ください。
≪郵便振替≫０１０５０－７－１９１３２
加入者名：京都YMCA 奉仕活動基⾦
※通信欄に「熊本支援」とお書きください。
≪京都銀⾏≫京都銀⾏本店（普通）５１８３７３２
口座名義：公益財団法人 京都ＹＭＣＡ熊本震災募⾦ 代表理事
神﨑清一 ｻﾞｲ）ｷｮｳﾄﾜｲｴﾑｼｰｴｰ ｸﾏﾓﾄｼﾝｻｲﾎﾞｷﾝ
※寄付⾦控除のため領収書をご希望の方は、「住所」「氏名」
「振込日」をkyoto@ymcajapan.org までお送りいただくか、
京都ＹＭＣＡまでお電話ください。
熊本地震・被災ＹＭＣＡ支援募⾦のお願い
上記の熊本地震の被災者支援募⾦に併せて、「被災ＹＭＣＡ
支援募⾦」も受け付けています。今回の地震では、熊本ＹＭＣ
Ａ自体も被災しており、ＹＭＣＡの建物に損傷が出て一部使え
ないところがあるほか、地震直後から通常の事業が再開できず
に熊本ＹＭＣＡ自体の運営にも大きな影響が出ています。
そのような中で被災者支援がスタッフによって⾏われています。
そこで全国のＹＭＣＡでは、熊本ＹＭＣＡを支えるための募⾦
も併せて募集しています。
２．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。
日時：２０１６年６月１３日（月） １９時００分〜
場所：京都ＹＭＣＡ三条本館 ２０１号室
３．２０１６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。
日時：２０１６年６月２４日（⾦） １９時００分〜
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、事業報告など
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
Email kyoto@ymcajapan.org まで。

２ ０１６ 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

２０ １６ 年７月 スケジ ュール
6/23

木

三役会

19:00

京都YMCA

7/7

木

役員会

19:00

京都YMCA

7/10

日

サバエワーク

後報

サバエキャンプ

7/28

木

キックオフ例会

(第一例会)

19:00 ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ&ｽﾊﾟ

