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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
Public Relations Wellness

語

Joan Wilson(カナダ)

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

ワイズデーをＰＲして、ワイズメンズクラブの社会的認知度
を高めましょう！そしてEMCやクラブクラブ活性化に繋げましょ

Tung Ming Hsiao(台湾）

う！

広報・情報委員長

”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 (京都プリンスクラブ）
｢子供たちの未来のために

わ た した ち 強い 者 は 、強 く な い 者 の 弱 さ を 担 う べ き で あ り、
自分の満足を求めるべきではありません。
ローマの信徒への手紙 第１５章１節

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

書記として

島田 博司

角谷期がスタートしてはや３ヶ月が経ちました。はじめは内部書記をさせていただいたこ
とが９年ぶりだったということもあり、初めてと変わらないくらいどのようなことをしてい
たのか思い出せなくて戸惑いましたが、ようやく業務にも慣れてきました。慣れればなれる
ほど書記という仕事はまぁまぁ忙しい。それだけやりがいのある役職なのですが…。角谷会
長は積極的に今期のクラブ行事に参加され、とても会長職を楽しまれているなぁとそばにい
て感じます。私も会長をさせていただいているときは、準備段階がとても長く感じ、会長に
なったとたんあっという間に１年が終わったことを思い出します。それほど充実した楽しい
時間でした。ぜひ角谷会長にも私が感じた楽しい時間や経験を存分に味わっていただきたいと思います。
今のウエストクラブは徐々にクラブメンバー数も増えていき、何よりなのは退会するメンバーが少ないことが素
晴らしいことですね。京都部会にしても西日本区大会にしても、行事に参加するメンバーがとにかく多く、皆さん
楽しまれてるなぁと感じます。これから先10年間も個性的な若いメンバーが会長をされるわけですが、あの人が会
長になったら１年間どんな感じになるのだろうかと想像すると、今から楽しみで楽しみで仕方ありません。これか
ら先会長になられる方へ、会長職は大変だろうしいろいろ参加しなくてはと思うと仕事のことや家族のことが…、っ
と必ず考えることだと思います。ですが自分だけでやるのではなく周りの三役さん、役員さん、メンバーが必ずサ
ポートしてくれますし、案外始まればこんなものなのかぁと感じると思います。とにかく楽しむことが大切ですね。
自分が楽しまなければ周りの人が楽しいわけがない。角谷会長は本当に楽しまれているなと先ほども書きましたが、
わたしも書記業務を楽しむことこそがクラブライフだと思いますのであと９ヵ月、クラブ行事やメンバーとのゴル
フなど存分に楽しみたいと思っています。
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

10月出席率100％
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ含む
9月出席率100％

第一例会(九州部会)

メ
ン
メネット
コメット
ゲ ス ト
ビジター
広義･功労
合 計

７名
１名
0名
0名
0名
0名

8名

第二例会(部⻑公式訪問)

メ
ン
メネット
コメット
ゲ ス ト
ビジター
広義･功労

合 計

ニコニコ

28名
2名
1名
1名
3名
0名

4000円
前月累計
第 二 例 会 10000円

35名

累 計

ファンド

前月累計
内ポテト

合計

14000円

5400円
0円
円
5400円

東北支援募⾦

前月累計
10月
合 計

0円
5943円
5943円

ブの赤松ワイズが草刈作業中に栗の実が落ちているの
を発見！何と三年前に植えた栗の木に成った実です。
初めての収穫でしょうか？桃栗３年と言いますが、栗
の木もしっかりと成長しています。素敵ですね。ワー
九州部部会参加者は、角谷会長、中
ク終了後は参加メンバーで楽しく雑談し、写真撮影を
原ワイズ、岩本ワイズ、森田ワイズ森
行い解散となりました。心配
田メネット、牧野ワイズ、澤田ワイズ、
していた雨も降らず初回のワー
京都みやび有澤ワイズとで参加してき
クを終了することができまし
ました、初日１５時過ぎＪＲ熊本駅に
た。ご参加いただいた皆様、
到着しました、改札口で岩本理事がワ
お疲れ様でした。参加者 加
イズの旗を広げてのお出迎えでした。
藤直前会長、安田副会長、森
その後、熊本にしとの交流会まで時間
田、福田、牧野、ゲスト：東
があるとのことで岩本理事自らが、被災した熊本城の
前様（ワーク指導担当）グロー
見学を案内していただきました、城の被害はきつく石
バルクラブ赤松ワイズ
計
垣が崩れ、かろうじて立っている感じの部分や崩れ切っ
７名
た石垣、倒れている大木など、熊本地震のすさまじさ
を目の当たりにしました。熊本にしとの交流会では、
１０月８日（土）びわこ部会
熊本にし７名の方々との交流を楽しみました、現在の
EMC委員長 野田泰伸
熊本の状況や復旧から復興へ向けてのことなどを教え
２０１６年１０月８日（日）長浜港には各地から集
ていただきました、その後、二次会、三次会等々と、
合されたワイズメンが琵琶湖最大の客船ビアンカの前
かなり内容の濃い交流会となりました。
で、びわこ部部会の登録を済ませ久々の再開に話が弾
翌日は第２０回九州部部会の参加、式典ではバナー
んでいる様子でした。天気は午後から雨の予報でした
セレモニーから始まり15クラブが壇上に勢ぞろいしま
ので空一面雲に覆われていました。次々と乗船が始ま
した、宮崎九州部部長からは大震災の言葉がありまし
り船内の会場へ１４６名の参加者全員が着席し、正午
た、３か月休みなく災害ボランティアを行われたとの
過ぎに部会が始まると同時に船が動き出しました。窓
ことでした、今回ＹＭＣＡのボランティア活躍がすご
から見える移り変わる景色をバックに、びわこ部６ク
く、地域貢献には欠かすことのできないＹＭＣＡの存
ラブのバナーセレモニーのあと、宮本年博びわこ部部
在を被災者の方々に感じていただきましたとのことで
長が開会宣言。岩本悟西日本区理事はじめ来賓祝辞、
した。
メネットタイム、そして国際交流事業主任森田美都子
鹿児島ＹＭＣＡの立ち上げの苦労話もありました。
ワイズからデンマークのＳＴＥＰ交換留学生、エスベ
またＹＭＣＡのリブランディングの話があり、一般的
ン・エネバルド・ランガード君が紹介され、流暢な日
にはまだまだＹＭＣＡは認知されていないこと、今後
本語で自己紹介されていました。
どのようにしてＹＭＣＡを一般の方々に周知していく
式典が終了するころ目前には竹生島。波が荒く島内
かが課題との報告がありました。
散策は危ぶまれていましたが、船長の強行着岸のおか
次は西日本区大会で！の合言葉で閉幕しました。
げで無事上陸できました。周囲２Ｋｍの小さな島なが
ら年間１０万人の来島者が訪れるそうです。そして１
２００年前に建立された宝厳寺には国宝や重要文化財
があります。竹生島では滞在時間４０分しかなく足早
に急な階段を上り宝厳寺へ。わざわざ私たちのために
お迎えいただいた住職から丁寧な説明を受け、本堂で
お焼香させていただきました。
１ ０月８日（土 ）竹林ワーク
あっという間に過ぎた竹生島滞在、再び乗船した頃
地域奉仕・環境委員長 牧野万里子
には船上パーティーの準備が整っていました。松岡義
隆次期部長の乾杯
１０月８日(土)AM９:00～西山竹林整備ワークを行い
で懇親会が始まり
ました。８月は流しそうめん大会を開催したため、今
ました。ラブバー
期初めての竹林整備ワークとしてはです。東前氏から
ドというアコース
ワークの作業内容、注意事項などの説明をいただき、
ティックバンドの
ワークを始めました。竹の伐採、伐採後の竹の整理、
演奏を聴きながら
草刈、備品の片付けなど、メンバーはそれぞれの持ち
食事やお酒もすす
場で精を出し、予想以上にワークは捗りました。また、
み、岩本悟理事か
早朝から会長がチェーン層を届けてくださり、こちら
ら始まったダンス
も伐採作業の強い見方になりました。グローバルクラ
１０月１・２日(土・日）
一泊例会 九州部会
澤田長利
ドライバー委員長

ても良いお話
でした。終わっ
て２次会でも
３名のゲスト
様、四方新ワ
イズと交流を
深めました。

の行進がいつの間にか数珠つなぎ、微妙に揺れを感じ
る船内を歩き回りました。こうして船上クルーズの部
会が賑々しく開催されました。ホストされた彦根クラ
ブの皆様、ありがとうございました。
参加者：中原書記、河合会計、野田ＥＭＣ委員長、野
田メネット

１０月２２日（土） ポテトワーク
副会長 安田繁治
10月22日AM8:00～ ウエスト恒例のポテトファンド・
ワークを、丸進運輸倉庫さんのご協力で行いました。
当初 天気予報は雨模様でしたが皆様の日頃の行ない
が良く、時折り日差しのさす涼しい日と今回は台風の
影響もありジャガイモの員数がかなりの制限もあり、
さらに集合時間には全てがコンテナから降ろされてい
たので、今回のワークは大変楽でした(笑)。山本ファ
ンド委員長の指示（内容指示書も含め）で各車（トラッ
ク）に積み込み、各所に配達に出ました。今年は会長
が配車に機転をきかされ、レンタカーも1台手配され
それが功を奏し配達もスムーズになり、私も山田ワイ
ズと一緒に京都市内の配達を２往復し、お昼前には
ほぼ皆さん再集合でき、委員長の終了の言葉を聞き解
散となりました。ご参加・お手伝い頂いた皆様お疲れ
さまでした。

１０月２７日（木） 第二例会
部長公式訪問
ブリテン委員 金澤典子

部長公式訪問＆新メンバー四方秀和さんの入会式が
行われました。まずは、会長挨拶から始まり、胡内ワ
イズ紹介の四方秀和さんの入会式です。
角谷期初めての厳粛な入会式、四方さんの熱い意気
込みも伝わって来ました。
食前の一言は、塚本ワイズ。断食とリバウンドのお
話で会場も湧きました。そして本日は３名のスピーチ、
まずは、京都部CS・環境事業主査 山川新一様は支援
先のサポートのお話でした。次は京都部PR委員長 岡
西博司様、各クラブののぼりのや、ワイズステッカー
等でEMCへ繋げて行きたいという思いをお話されまし
た。最後は京都部部長 廣井武司様、ワイズメンが減
少している事への危機感や、東山荘での東西交流会・
熊本での西日本区大会・子供達の将来について等、と

１０月役員会議事録
【報告事項】

司会 中原書記

議事録制作者：佐治ブリテン委員⻑

1 9/3〜9/4 カレー合宿＆リトセンワーク報告
ご飯の量が少し少なかったが、追加をして参加者にはおもてなし
が出来た。ワークについては、会⻑・加藤ワイズ・安田ワイズ
の３名で伐採がなされた。
安田副会⻑
2 9/11 京都部部会(9月第一例会)報告
合計ウエストからは２７名の参加で楽しく過ごす事が出来た。
角谷会⻑
3 9/23 メネット例会(9月第二例会)報告
メネットの参加も多く、華やかになるので、これからもメネット
の参加をお願い致します。
角谷会⻑
4 9/25 スペシャルオリンピックストーチウォーク報告
森田ワイズが参加され、御池中学が終点で解散された。
角谷会⻑
5 10/1〜10/2 九州部会兼一泊例会(10月第一例会)報告
８名の参加で、ＹＭＣＡの旗等用いて歓迎頂いた。
神社等を参拝し合計１５名で、親睦をはかれた。
九州部会ではポジティブネットし改めて学びがありました。
岩本交流委員⻑
6 10月8日（土）竹林ワークについて
ワークとしては、今期は、今回が初めてなので竹の伐採をする事
になる。天候の具合で当日の７時に決断する。
次回の、ワークは１２月なので、１１月に有志にて参加者を募る。
牧野CS委員⻑
7 10月22日（土）ポテトファンド進捗状況及び日程について
今年は、ポテトの数にも制限があり、山本ワイズが調整をされた。
後日、ＭＬにて、数量の確認を取る。
当日の配⾞の確認がなされた。
山本ファンド委員⻑
8 10月27日（木）部⻑公式訪問例会（10月第二例会）について
澤田ドライバー委員⻑
9 10月27日 10月第二例会にて四方 秀和氏入会の件
１０月に夫婦で参加予定。
澤田ドライバー委員⻑
10 11月20日（日）みやこふれあい祭り・リトセンオータムフェ
スタ・大阪⻄30周年記念例会について
リトセンオータムフェスタは断り、みやこふれあい祭りに１０名・
大阪⻄３０周年記念例会は８名程度の参加で考えている。
牧野CS委員⻑
塚本Yサ委員⻑ 岩本交流委員⻑
11 11月10日（木）11月第一例会について
三条ＹＭＣＡにて森田ワイズの講演の予定
澤田ドライバー委員⻑
12 11月24日（木）11月第二例会 EMC例会について
６０名程の部屋で１８：３０スタート予定。講演者に依頼中。
野田委員⻑
15 各事業委員会報告
特になし
各事業委員⻑

【協議事項】
角谷会⻑
1 四方 秀和氏の入会について
２ リトセンオータムフェスタについて 今回は不参加で
３ ⻄日本区大会の一泊例会あつかいについて
他クラブ関係

1.各部会について
10/8びわこ部 10/15瀬⼾山陰部
11/12六甲部
中原書記

10/29⻄中国部

ＹＭＣＡ関係

１.１０月１１月は、ＹＭＣＡ強化月間で、⾏事も多いので良かっ
たら参加して下さい。

【議案】

角谷会⻑
1 四方 秀和氏の入会について
承認
２ リトセンオータムフェスタについて 今回は不参加で 承認
３ ⻄日本区大会の一泊例会あつかいについて
承認
以上

ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ

２０１６年１１月スケジュール

●第
第３回防災セミナー：一緒に考えましょう「減災」
自然災害は人間の力ではくい止めることはできませんが、災害 10/20
による被害は私たちの日頃の努力により減らすことが可能です。
災害はいつどこにやってくるかわかりません。平時から「自分
でできること」「家族でできること」「ご近所と力を合わせて
できること」などについて一緒に考え、災害に備えましょう。
(ＴＥＬ)075-231-4388(ＦＡＸ)075-251-0970
日時：11月11日（金）午後7時～8時30分
場所：京都ＹＭＣＡ三条本館 マナホール

木

三役会

19:00

京都YMCA

11/2

木

役員会

19:00

京都YMCA

11/10

木

第一例会(軽食有) 19:00

京都YMCA

11/24

木 第二例会(EMC例会) 18:30 ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ&ｽﾊﾟ

11/20

日 みやこふれあい祭

後報

⻄院中学

後報

後報

コーディネーター：京都市中京消防署 大田仙行 氏
参 費：無料 定員：40名※先着順
●Ｙ
ＹＭ・ ＹＷ合同 祈祷週 集会 す べての 人が安心 して生 きられ
る社会を目指して 今年４月に施行された「障害者差別解消法」

11/20

と今年７月に起きた「津久井やまゆり園障がい者虐殺事件」か
ら、障がいのある人とそうでない人のバリアを真の意味で解消
し「共に生きる」ことを実践していくために私たち一人一人に

11/ 17

木

三役会

19:00

京都YMCA

12/1

木

役員会

19:00

京都YMCA

できることを考えていきたいと思います。ぜひご参加ください。
日時：11月12日（土）午後5時30分～8時
場所：京都ＹＷＣＡ ホール 参加費：500円（軽食代含む）

12/8

木

第一例会

19：00

京都YMCA

12/18

日

12/10

土

竹林ワーク

後報

⻄山竹林

12/27

火

ウエスト忘年会

後報

後報

お問合せ・お申込み：京都ＹＭＣＡまたは京都ＹＷＣＡまで
京都ＹＭＣＡ(mail)kyoto@ymcajapan.org
(ＴＥＬ)075-231-4388(ＦＡＸ)075-251-0970
●舞
舞鶴ＹＭＣＡ祭今年も舞鶴ＹＭＣＡ国際福祉専門学校の学園
祭を開催します。詳細は決まり次第お知らせします。
日時：11月13日（日）時間未定
場所：舞鶴ＹＭＣＡ国際福
祉専門学校
●オ
オータムフェスタ
毎年行われる秋のイベントです。自然あふれる環境の中秋の一
日を楽しみましょう。秋の魅力と味覚が満載です。ぜひご参加
ください。
日時：11月20日（日）午前11時～午後3時
場所：京都ＹＭＣＡリトリートセンター
参加費:(大人(中学生以上)2.000円(小学生)1.000(幼児)無料 ※
京都駅、ＪＲ宇治駅、京阪宇治駅より無料送迎バスあり（要事
前申込（11月17日（木）締切))（Ｅ－ｍａｉｌ）ritcen@ymcaja
pan.org
お申込み・お問合せ：京都ＹＭＣＡリトリートセンター事務局
(ＴＥＬ)075-231-4388（当日のみ：0774-24-3838）
●ス
スキーキャンプ・ウインタープログラム 募集
(会友）Ｗｅｂ受付10月26日（水) (会友)電話受付11月2日（水）
午前10時(一般)Ｗｅｂ受付11月3日(木)(一般)電話受付11月9日
(水)午前10時
お申込み・お問合せ：京都ＹＭＣＡアウトドア事務局(ＴＥＬ)0
75-231-4388

1１月 ＨａｐｐｙＢｉｒｔｄａｙ
中原一晃 大⻄光子
島田由美子メネ
1１月 H a p p y A n n i v e r s a r y
⽴山隆一・益子 大⻄光子・洋
野田泰伸・君子

日

大阪にしクラブ30
周年記念例会

２０１６年１２月スケジュール

第二例会
18:00 ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ&ｽﾊﾟ
（クリスマス例会）

新入会員紹介
10月27日入会の新しいメン
バー四方秀和ワイズです。

胡内ワイズご紹介で
サッカー仲間だったそうで
す。
起業されて５年、とても
熱く元気な方です。
ウエストメンバーの一員仲
間として、今後とも宜しく
お願い致します。

編集後記
こんにちは～ブリテン委員金澤です。今月のお写真。
九州部会に参加の皆様、お疲れさまでした。

