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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

西日本区強調月間

語

Kick-off・EMC-MC

Joan Wilson(カナダ)

MCは新会員増強と意識高揚を図ること。楽しく充実
した例会運営を図り、メンバー間の親睦を深め魅⼒あ
るクラブ作りを目指しましょう。
山藤哉EMC主任

主題 ”Our Future Begins Today”(私たちの未来は今日か
ら始まる) 「手を取り合えば、もっと多くのことができる」

アジア地域会⻑
主題

Tung Ming Hsiao(台湾）

”Respect Y's Movement”(ワイズ運動を尊重しよう)

「よりよい世界のために、ワイズメンファミリーの絆を強めよう」

⻄日本区理事
主題

岩本

悟（熊本にし）

今 月 の 聖 句

「ワイズ魂で 更なるワイズの活性化を！」

京都部部⻑
主題

廣井

武司

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

(京都プリンスクラブ）

｢子供たちの未来のために

さぁ始めよう、ワイズの叡智と⾏動で」

会

L ove of H u m an ity

第３７代

〜人類愛〜

会長主題

⻑

角谷多喜治

副会⻑

安田繁治

書

島田博司・中原一晃

記

会 計

河合久美子

☆ 角谷会長談 ☆
ワイズ活動は営利目的ではない点を考えると、より人と人とのコニュニケーションが重要視され、
その存在意義も 純粋な部分で世の中から問われている気がします。私達夫婦が携わる税理士業界
でも…突き詰めると「能力」と「人間性」を兼ね備え、愛情を持った関わり合いによって顧問先様
との信頼関係が構築でき、仕事も生活も全てを包括する真の交流が生まれるような気がします。
私がワイズ活動に迷った時はメネットである妻に相談しようと思います。(^_^.)
下記文は妻からの私達税理士会現状のお話です。
人工知能で税理士業がなくなる！？
角谷 雅子
税理士業界で衝撃が走った。少し前に「あと10年で消える職業、なくなる仕事」がある週刊誌で報道された。そ
の中には「税務申告書代行者」、「簿記、会計、監査の事務員」が入っていた。オックスフォード大学でAI(人工知
能）などの研究を行っているマイケル・A・オズボーン准教授の「雇用の未来：コンピュータ化によって仕事は失わ
れるのか？」という論文から引用されたものである。米国労働省のデータに基づいて、７０２の職種が今後どれだ
けコンピュータ技術によって自動化されるかを分析した結果で、「税務申告書作成代行者」はそのうち６９５番目
だった。私はこの職業に就いて１７年、確かに様々な変化があった。一家に１台以上のパソコン、携帯電話の普及、
そして企業の帳簿を税理士事務所が作成するのが主流だったが、会計ソフト入力により企業側で帳簿を作成するよ
うになった。又、電子申告、税理士法改正、会社法改正、クラウド会計など。IT技術の目まぐるしい進歩により税
理士業界も変わり、価格競争も激しくなった。ただ誰もがこの職業が無くなるとは思わなかったのも事実。(次頁）
メンバー数

会
員
広義･功労
特別ﾒﾈｯﾄ
合

計

29名
4名
1名
34名

7月出席率100％
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ含む
6月出席率96.8％

第一例会(サバエ）

第二例会(キックオフ例会）

ニコニコ

メ
ン
メネッ ト
コメッ ト
ゲ ス ト
ビジタ ー

13名
0名
0名
0名
0名

メ
ン
広義･功労
メネット
コメット
ゲ ス ト
ビジター

28名
0名
2名
0名
3名
0名

前月累計
第二例会

合 計

13名

合 計

33名

累 計

ファンド

0円
0円

前月累計
内ポテト
7月 スイカ
合計

0円
0円
5400円
5400円

東北支援募⾦

0円

前月累計
６月
合 計

0円
0円
0円

だが会社の帳簿作成も、この２０年で手書きから
今では話題のFinTechというものにより仕訳のほと
んどが自動で作成されるというのだから、やはり
今後の税理士事務所のあり方を真剣に考えなけれ
ば、税理士業は残ったとしてもかなりの事務所は
淘汰されてしまうのだろう。しかしこれはチャン
スでもある。税理士業界のみならず多くの業種でA
I技方により様々な変化が起こってくると予測され
るが、ここで本質が問われるのだと思う。税理士
業とは本来何をすべきか。決算書の信頼性確保の
ための毎月の税務監査、相談、判断。また、黒字
支援のため経営者の親身な相談相手となり経営分
析、助言を行う。そう考えると価格競争もAIも怖
くない。人間にしかできないことがあり本質を追
及することで付加価値も生まれ
てくる。
変化を察知する能力も必要。そ
して変化に対応出来るよう主人
と共に日々努力したい。

７月１０日（日）
EMCドライバー委員会

サバエワーク
福田英生

リトセンとサバ
エワークから角谷
期がスタートしま
した。猛暑日のな
か、お互いに水分
補給だけは欠かさ
ずに注意をしてい
ました。
最初はメインポー
ルに防腐剤を二度
ぬったり、他クラ
ブの人達と共にポー
ルを設置しました。
次の浜清掃は、
塚本Yサ委員長の
決断の下、陽が昇
らないうちに浜の
７月３日 (日)リトリートセンター開設ワーク
ワークに取りかか
交流委員会
山田麻紀夫
りました。YMCAの
子供達が安全に体験学習が出来るようゴミの撤去
作業もしました。
京都ウエストと言えば『竹林』！と言うことで
その後、ウエストメンバー集まり、テント下で
今回は食堂の裏手にある竹林の整備をしてきまし
第一例会を開会点鐘、内容と終えました。
た。裏手の斜面にある竹林から延びてきて建物や
テント設置を4つ建てた後、ウイングクラブさん
電線にかかっている竹の処理作業をしてきました。
の草刈り・焼却ワークをお手伝いしました。
キャピタルクラブさんもお手伝いくださり、ぬか
恒例のカレーライスは４種有り、大好評でした。
るんだ斜面で足場の悪い場所でしたが、角谷会長
食後残りのテント建てを終え合計１２テント設置
の指揮のもと午前中だけで30本近くの竹を処理す
致しました。ご参加の皆様、暑い中、大変お疲れ
ることができました。切った竹は後日、キャンプ
場利用者が流しソーメンに使って貰えるそうです。 さまでした。
参加者１３名 (角谷会長・塚本委員長・加藤・市
キャンプ場の楽しい思い出の一つに使って貰えれ
橋・島田・中原・河合・牧野・渡辺・山田・澤田・
ばと思います。角谷会長、安田ワイズ、蒸し暑い
飯野・福田)
なかの作業お疲れ様でした。そしてキャピタルメ
ンバーの方々の助っ人、有難うございました！感
謝です！
参加者３名 角谷会長、安田ワイズ、山田でした

７月１６日（土）東京西クラブ４０周年
記念例会・祝会の報告
交流委員長 岩本敬子
7/16土曜日13時半より東京西クラブがチャーター
ナイトを行った中野サンプラザにて、40周年記念
例会が開催されました。第一部は、高嶋美知子会
長挨拶、利根川恵子東日本区理事、ご来賓の方々
の挨拶と粛々と進行されました。そして、元ラグ
ビー日本代表の今泉清の記念講演と続き「ポジティ
ブ思考」についてお話しいただきました。私が印
象的に残ったのは、本にも記載されている「行状
坐臥」の大切さに気付かなければ、心の成長など
ありえない。社会でも通じることである。ワイズ
では常識的なこと？これが難しんですね。最初か
ら最後まで、素晴らしいお話を伺いました。
第2部の懇親会では、西クラブさんが長年活動さ
れている東京ＹＭCAホテル専門学校学生への奨学
金贈呈式が行われました。アピールタイムでは熊
本にしクラブさんより熊本地震の現状報告等もあ
りました。終了後は、西クラブメンバーとIBC台北
セントラルクラブ、DBCの熊本にし、大阪西、京都
ウエストと集合写真をとり、2次会へと場所を移し
ました。ここでは、東京ひがしクラブの鮎沢会長・
野本ワイズ、高野ワイズ3名も参加され、各ｸﾗﾌﾞ紹
介タイムがあったり、サプライズで二人の誕生日
会（ケーキも準備）も急きょ行い、和やかで楽し
い交流の1日を過ごして参りました。
参加者：角谷会長・森田ワイズ・メネット・河合・
桂・岩本

美山京泰山木 宿泊体験
７月２３日（土）～２４日（日）
地域奉仕・環境委員会
安平知史

7月23日(土)～7月24日(日)に、メンバーの野田
ワイズが新規事業として、美山に一棟貸しのゲス
トハウスを8月にオープンされるという事でメンバー
で遊びに行ってきました。
集合は昼から夕方までのア
バウトな感じでしたが、私
の車が目的地目前で故障。。
不動というハプニングが発
生し皆さんにご迷惑をおかけしました。皆さん！
すみませんでした。美山の福居見館に京・泰山木
美山はあり、目の前には渓流、そして山に囲まれ
た大自然を満喫できる抜群の場所でした。建物も
大きなお屋敷で、まさに田舎暮らしを満喫できる
雰囲気。夕方から屋外で地鶏のすき焼きと海鮮BBQ、
ゴルフ帰りの島田ワイズ、塚本ワイズより ゴルフ
の賞品の高級ウナギの差し入れもあり、お酒も進
み大いに盛り上がりまし
た。二次会は建物内の昭
和の匂いがプンプンとす
る個室バーへ。。会話は
酔っ払って、ほとんど覚
えていませんが楽しい時
間を過ごしました。オッ
サンばかりで観たビック
リする位、綺麗や夜空の星！都会では見れません。
それと。。藤居ワイズの高級ポルシェは凄かった！！
やはり、藤居ワイズは、ただものではありません。
最後に段取り頂き、おもてなしをして頂いた野田
ワイズ！ありがとうございました。また、クラブ
メンバーで京・泰山木 美山へ遊びに行きたいです！
参加メンバー：野田ワイ
ズ、藤居ワイズ、島田ワ
イズ、林 茂ワイズ、加
藤ワイズ、塚本ワイズ、
安平ワイズの7名でした。

７月２８日（木）
キックオフ例会
ロイヤルホテル＆スパ
ブリテン委員会 金澤典子
角谷期最初の
例会です。最初
に今期京都部プ
リンスクラブ様
より京都部会の
アピールが有り
ました。今回の
キックオフはゲスト様３名御参加頂き、今期のメ
ンバー増強を暗示する良いスタートの例会でした。
まずは引継例会で行うはずの加藤期の締めくくり、
西日本区大会での表彰発表が行われ、１１賞と沢
山の賞を頂き、加
藤 直 前 会 長 を 始 め、
三役、委員長メン
バーの皆様の頑張っ
た結果の賞状が、
手渡されました。
キックオフ今期角
谷期の会長・三役・各委員長の皆様の初心表明は、
意気込みを感じさせる良いお話でした。会長肝い
りの交流・人類愛を皆様で支えて行く決意を感じ
ました。そして今回のニコニコは、舞鶴北フロン
ティアクラブへの寄付に充てるという、角谷会長
の意向もすばらしいと思いました。
二次会後、私のお誕生日を１０数名でお祝い頂
きました。本当に皆様の気持ちに感謝です。有難
うございました。ウエストクラブで良かった～！！

７月２９日（金）ＥＭＣシンポジウム報告
三条YMCA
ＥＭＣ委員長
野田泰伸

京都ＹＭＣＡにて、久保田ＥＭＣ事業主査主導
のもと、廣井京都部部長、山藤ＥＭＣ事業主任も
ご列席のうえ華々しく勉強会が開催されました。
久保田主査から勉強会の趣旨、内容、委員長の責
務などが丁寧に説明されました。ワイズメンズク
ラブでは西日本区だけでなく、全国的にメンバー
減少傾向にある危機感はメンバー誰もが感じてい
ることでしょうか。数字で見る、メンバー推移。
西日本区、京都部、そして自クラブ。西日本区で
は１５００名を割るという事態となっております。
今期京都部では４８１名でスタート、部長のメン
バー増強目標は６００名です。クラブの将来を真
剣に考えれば、今季のメンバー増強目標は必ず達
成する必要があります。
シンポジウム前半は報告書の書き方等の説明、
１７年間の西日本区メンバー推移等の確認でした。
後半は具体的にどうすればメンバーが増やせるか
を各クラブからの意見を聞きました。しかし、思
うようにメンバーが増えない、メンバーの高齢化
などクラブ共通の悩みが主なことでした。メンバー
候補を例会に誘うことは、緊張感もあり、オリエ
ンテーションも十分に行えないまま入会に至った
としても、すぐに退会するということにもつなが
ります。それよりもクラブのメンバーと交流を深
めるために、オリエンテーションＢＢＱの開催、
同好会を盛んに開催しているクラブではそこへメ
ンバー候補を誘って一緒に楽しむなど、気軽にメ
ンバーとふれあい、人間関係が出来上がったうえ
で、厳粛な雰囲気の例会に誘ってみるという意見
が印象的でした。
一方、退会を防止することもＥＭＣ委員長の重
要な仕事です。特に印象的だったことは、委員長
は自分が活躍することよりも、委員の皆さんを活
躍させてあげることによってドロップアウトを防
げるということです。これはどの委員会の委員長
さんにも言えることです。
結局ワイズでは活躍する場所がなければドロッ
プアウトにつながるということですね。
シンポジウムは２回に分けて開催され、今回１
２クラブの参加で、発表の時間も十分確保されて
いて、懇親会の設定もなく真剣な勉強会でした。
出席者：角谷、塚本、安田、野田

・EMC委員会 上半期５名入会を目標とする。１０月
部⻑公式訪問で入会式を⾏う。
・交流委員会 8月26日〜28日十勝クラブ記念例会参
加予定者数ウエスト１６名、台北２０名、大阪⻄９
【報告事項】
名
1 6/11京都部PR委員会報告
他クラブ関係
岡⻄ＰＲ委員⻑、中原ＰＲ委員より、委員会の役割、
1 7/16（土）東京⻄クラブ40周年記念例会
今後の果たすべき役割などについての報告が⾏われ
ウエストクラブより６名参加予定。東京東クラブと
た。懇親会では、クラブ間で活発な意⾒交換が⾏わ
も交流の予定。
れた。他クラブからウエストクラブの竹林事業が注
2 スイカファンドについて
目されているようで、日頃の活動や⾏事のアピール
プリンスクラブより1個1,900円で入荷。ウエスト
を⾏って欲しいとの要望があった。
メンバーへは1個2,200円、2個4,400円で販売。締
2 6/12京都部評議会報告（京都部主査活動方針につ
め切りは7月16日。
いて）
ＹＭＣＡ関係
各クラブ会⻑からは今期のクラブ活動方針、事業主
1 6/24 YMCA会員協議会の報告
査からは事業計画が発表された。
YMCAの一年間の事業報告の後、京都部各クラブ会
3 6/18引継ぎ例会報告
⻑に感謝状が贈られた。
ドライバー委員会、PT委員会の趣向を凝らした企画
2 7/15・7/16（両日共 19時〜21時半〜）東稜ク
により、心の温まる内容の例会であった。
ラブ祇園祭のお掃除ボランティアについ
無事に角谷会⻑にバトンを引き継ぐことができた。
自由参加、参加者は中原ワイズへ連絡お願いします。
4 6/25-26 ⻄日本区大会参加報告
優秀クラブ賞をはじめ、EMC、Ｙサ地域奉仕、国際
3 9/11 京都部部会 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ京都 （15時〜
交流でも表彰を受けることができた。
大阪⻄クラブの畠平ワイズが奈良傳賞を受賞された。 会費：10,000円） について
詳細については後日報告。ウエストはできるだけ多
２日目のＤＢＣペンタゴン交流会では、活発な交流
くで参加。
を図ることができた。ウエスト参加者２５名
4 京都フロンティアクラブ 新クラブ設⽴支援⾦につ
5 7/3リトセン・サバエ開設ワーク報告
いて
竹の伐採を担当。伐採した竹の運搬をキャピタルク
クラブ設⽴には100万円が必要。京都部人数で割る
ラブが担当。ウエスト参加者３名。
と1人あたり約2,000円、補助⾦が出るので1人あた
6 7/10サバエキャンプ場開設ワークの件
り1,000円の補助が必要。クラブとしては特に予算
当日のワークのスケジュール、配⾞の確認。１５名
化はしていないので、7月例会のニコニコを支援⾦と
参加予定。
する。
当日は、各自熱中症対策をに⾏い、事故のないように
京都部関係
心がけること。
1 京都部主査活動方針と京都部予算（案）について
7 7/28キックオフ例会
角谷会⻑より説明がなされた。
会⻑、三役、各事業委員⻑の所信表明。
2 EMC事業勉強会 7/29（⾦）19：00〜
角谷ワイズのゲスト（人⾒様）参加予定。
角谷会⻑、野田ＥＭＣ委員⻑参加予定。
8 8/4〜8/7台湾（台北）国際大会について（ウエス
その他
ト参加者7名）
1 8月7(日）日〜11日(木）
市橋コメットがＩＹＣに参加。
YMCAリフレッシュファミリーキャンプ
お土産の品として、くろちくの⺠芸品を検討してい
8月9日（火）京・泰山木（野田ワイズ）がゆば餃子の
る。
食品屋台を出店サポート、クラブとしての協⼒体制
9 8/18第一例会（公開役員会・総会）前期事業報告・
などについては委員会で検討。
会計報告について
安平直前書記より事前にメーリングリストにて事業
報告書を配布。
【役員会議案】
10 8/25第二例会（納涼例会）について
議案１ 8月納涼例会の会費について
浄慶寺で開催。住職の講話の後ケータリングの料理
①ゲスト会費（広義会員含む） 4,500円
で歓談。徳義会先生参加予定。
②平安徳義会様 3,000円 ③メネット会費 3,000
謝礼、場所代込みで30,000円の予定。
④メンバー追加負担
なし
承認
11 竹林賃借契約の更新について
6月28日、角谷会⻑が池田地主の自宅で一年間の覚
議案２ 2月9日 京都ﾛｲﾔﾙH&ｽﾊﾟでの第一例会の登
書を交わされた。
録費について
地主様の体調も安定しておられるとのことで、竹林
ゲスト・ビジターを4,500円(実費相当)とする。メ
事業には理解のある様子。
ネット(特別メネット含む)は1,500円をクラブから
日頃の活動を知らせて欲しいとの要望もあった
補助し、登録費を3,000円とする。また、アルコー
12 クラブ会費納入の件
ルが出る場合、ゲスト・ビジターは6,500円（実費
会則の規定どおり納入お願いします。
相当）メネット（特別メネット含む）は上記、同補
13 第一例会（軽食例会2/9・11/10・12/8 ）につ
助で5000円とする。11月10日・12月8日の第一例
いて
会は京都ＹＭＣＡで⾏い、登録費については、ゲス
ホテルでの軽食例会を３回予定していたが、メニュー、 ト・ビジター・メネット（特別メネット含む）を1,5
費用面などでの折り合いが付かず、
00円(実費相当)とする。
承認
ホテルでの例会は１回とし２回はYMCAで⾏う。
以上
・YMCA 11月10日、12月8日（食事はお弁当を予
定）
・リーガロイヤルホテル＆スパ 2月9日（通常の食事
14 各種前期クラブ負担⾦の納付について
８月 ＨａｐｐｙＢｉｒｔｄａｙ
⻄日本区、京都部へのクラブ負担⾦等は期日までに
⾏う。
胡内大輔 福田英生 飯野正樹
献⾦についてはクラブの在籍人数を満たしていない
と表彰の対象から外れるので、特に、人数確認には
注意を払い期日内に送⾦を⾏う。
市橋ちさメネ 大⻄洋メネ
15 茂山ワイズ 広義会員承認願い・大⻄ワイズ広義
会員更新承認願い提出について
加藤晶実メネ
藤居直前書記より提出済み。
16 各事業委員会報告
・地域奉仕・環境
竹林の草刈に協⼒いただいてい
るグローバルクラブ赤松ワイズを
納涼例会に招待予定、登録費は委員会予算から拠出。

７月役員会

司会島田書記

議事録制作者：牧野地域奉仕委員⻑

ＹＭＣＡニュース
１．熊本地震復興支援ボランティア派遣
このたびの熊本地震では、益城町や阿蘇市地域で大き
な被害を受け今でも多くの方が避難所での生活を送っ
ておられます。熊本ＹＭＣＡでは震災直後より益城町
や御船町での避難所での運営や阿蘇でのボランティア
の受け入れなどを通じて避難者支援を行っています。
京都ＹＭＣＡでは、阿蘇地域で熊本ＹＭＣＡが行って
いる被災者支援プログラムに京都からボランティアを
派遣し、被害の大きかった阿蘇地域での被災者支援を
行うことといたしました。下記の要項をご確認いただ
きご参加ください。現地受入先： 熊本ＹＭＣＡ
日程：８月１９日（金）午後８時発～８月２２日（月）
朝着
交通手段：往復とも近鉄高速バス「あそ☆くま号」
（４列リクライニングシート、トイレ付）※現地での
移動はレンタカーを使います。
現地での作業内容：益城町、三船町、阿蘇地域での家
屋の片付け、清掃もしくは避難所での避難者支援活動
等熊本ＹＭＣＡのアレンジで行います。※立ち入り規
制のあるところでの作業は行いません。
宿泊：ＹＭＣＡ阿蘇キャンプ場（熊本県阿蘇市車帰３
５８）ロッジで宿泊します。男女別の相部屋です。お
風呂もあります。
参 加 費：７､０００円 （大学生は５，０００円）ボ
ランティア保険代は別です。（含まれるもの：集合解
散場所から現地まで及び現地での交通費、宿泊費、２
０日の夕食、２１日の朝食・昼食※２０日の朝食・昼
食、２１日の夕食及びボランティア保険料、その他個
人的経費は別途個人負担となります。このボランティ
アはＹＭＣＡ熊本地震緊急支援募金を用いて行う被災
者支援事業です。募集人数及び参加条件：募集人数１
５名・現地でのワークが可能な男女 ・団体行動ので
きること・１８歳以上 ただし未成年は保護者の承諾が
あること ・災害対応型ボランティア保険に加入して
いること。（出発までにお近くの社会福祉協議会等で
お申込みください。）
お申込み： 氏名、住所、年齢、性別、連絡先電話番
号を記載してファックスにてお申込み下さい。締め切
り：８月９日（月）事前オリエンテーション：
参加者には持ち物や現地での注意事項などをご説明す
る事前オリエンテーションを８月１７日（水）午後７
時より行います。原則参加していただくことが条件で
すが、遠隔地や仕事の都合で無理な方はその旨お申し
出ください。
問い合わせ：京都ＹＭＣＡ本部
（tel）０７５－２３１－４３８８
（mail）ｋｙｏｔｏ＠ｙｍｃａｊａｐａｎ．ｏｒｇ

【 編集後記 】
ブリテン発行にあたり、皆様からの記事やエピソー
ド・お知らせを募集しています。
楽しいブリテン作りを目指していますので今期
一年間御協力宜しくお願い致します。

佐治幹生 ブリテン・広報委員長紹介
こんにちわ！ブリテン広報委員
長の佐治です。
入会して３年が経ち初めての委
員長と言う事で、ウエストのメ
ンバーの事も、より知れる機会
を与えて頂きありがとうござい
ます。
最初に、自分の事を知ってもら
えればと思い厚かましく書かせて頂きます。
仕事は、端午の節句の鎧兜の製造に携わり３０年
が経ちます。趣味は、サッカーとゴルフ？で座右の
目は『為せば成る 為さねば成らぬ 何事も 成らぬは
人の 為さぬなりけり』何事も自分自身を肝に銘じて
これからも、学んでいきますので、今後とも宜しく
お願い致します。
ブリテン委員長 佐治幹生
委員 金澤典子・茂山智宏
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