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国際会⻑ 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 Tung Ming Hsiao(台湾）

主題 ”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 岩本 悟（熊本にし）

主題 「ワイズ魂で 更なるワイズの活性化を！」
京都部部⻑ 廣井 武司 (京都プリンスクラブ）

主題 ｢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」

標標標標 語語語語

EEEEは新クラブを設立する事。YESは新クラブ設立支援に使わ

れます。献金で集められた資金の３分の２は、集められたエ

リアの区で使われます。山藤哉 EMC事業主任(京都グローバル)
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Club Office

京都ＹＭＣＡ本館

〒604 中京区三条柳馬場角

TEL(075)231-4388

前月累計

合計

本年度初めての外部書記を拝命しております。今年で１９年、知らないうちにベテランの

部類に入っているじゃないですか？早いものです。今期角谷会長はワイズの原点である交流・

親睦に力を入れられ、わずか４か月で台湾の国際大会、北海道十勝の周年記念例会、第一例

会振替の九州部部会と今までにない交流を行われました。一人でも多くのメンバーといっしょ

に行動することによる、メンバー間交流を目指され、その上、多額の旅費補助を捻出し、い

い交流の時間を持つことができました。

それともう一つ、今年の目玉は例会２回、単独役員会の復活です。毎月はできませんでし

たが、ほぼ隔月行われ、本来の委員長だけの役員会、話し合える第一例会と例会の重さが再認識できるのではない

かと思っています。個人的にはこの路線は続けるべきと思っています。外部書記の任務は、部や区、他クラブから

の情報をメンバーに伝え集計しまた返信する。ほとんどの連絡はメールでやり取り。最近では、皆さんもそうです

が、出先でも携帯にも転送され、わかるようになっています。でも、私は忙しさにかまけ、つい後回しにする傾向

があるので、要注意です。ワイズの組織を見て、三役のお役が来るたびに思いますが、書記はクラブの要で、女房

役の典型です。会長がいい仕事ができるか否か、それは内部・外部の両書記にかかっていると思います。それでな

くても多く回ってくる会長の職務を少しでも軽減し、楽しく会長職を全う頂けるよう支え、金庫番の河合会計のピ

ンポイントナイス助言で進んで行ければと思っています。３つの事を行うのに、各々３つの準備をすれば９つの準

備が必要となります。しかし決定は各１つとしても、外部書記である今年は、９―３＝６ この６つの無駄な労力

を惜しまず、ボツになるのも承知の上で準備を楽しめる三役でありたいと思っています。何はともあれ、皆さま、

何事も返答は素早くお願いします。
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京都YMCAにおいて恒例の学園祭がありました。ウエ

ストクラブは“おぜんざい”80食を用意しました。朝

から、あずきを解凍するために、三階の食堂で学生さ

んたちといっしょにワイワイがやがや、台湾語、中国

語、お互いに半信半疑で、それでもたのしそうにそれ

ぞれのお国の料理を作っていました。

午前10時30分から開始、舞台ではYMCAのお話やギター

の演奏など、介助犬のデモンストレーションがありとっ

ても賢いんですよ。クライアントとの信頼関係を築く

ためにはスタッフの愛情あふれる訓練のたまものと思

いました。介助犬は盲導犬にくらべて圧倒的に少なく

て増やしていくためには、みんなの理解と援助が大切

であることを、説明されました。各ブースではみんな

楽しそうに自分たちで作ったお料理を売り込んでいま

した。YMCA学園で日本語をマスターして成長していっ

てほしいとおもいました。

2時すぎには80食完売、

参加の皆さんご苦労様で

した。

角谷会長コメ2,塚本,

河合,桂,林(正),山田,

岩本,鈴木

19：00～20：30 本日は

いつものロイヤルホテル＆

スパではなく、三条YMCAに

て、11月の第一例会が行な

われました。なんとなく今

日は食事が出ないと勝手に

思い込んでおり、お弁当が有るのを知った時は少し嬉

しいものでした。食事の後、ワイズに入会されて46年

になる、大先輩の森田ワイズのお話を聞かせて頂きま

した。46年間のワイズの話しや小堀先生の奉仕論に始

まり、ワイズ温泉どっぷり論と続きまして、日本区理

事をされた時の事や、次期役員研修会の始まりや、東

日本区の現状や平均年齢が西日本区より5歳も高く、東

日本区の将来を危惧されておりました。

大変良いお話を聞かせて頂きました。（22名出席）

朝10時に京都YMCAに集合して、3台の車に分かれいざ

舞鶴に向けて出発です。途中、「味夢の里」での休憩

では、名物うなぎのおにぎり「うなぎり」をおいしそ

うに食べる塚本ワイズに触発され、一つ食べて腹ごし

らえ。街頭募金に備えまし

た。

舞鶴YMCAに着くなり、さっ

そく街頭募金の準備をして、

ピチピチのYMCA専門学生

（笑）と一緒に赤レンガ

付近の活動場所へ。聞く

ところによると、この時

期には珍しいくらいの快

晴で、本当に暖かくこの

上ない募金日和でした！

最初は、呼びかける言葉

も「噛み噛み」だったのも、声を出して募金を呼びか

けるうちに、体がポカポカして暑くなり、テンション

も上がり、いい雰囲気で募金活動を行う事ができまし

た。一緒に活動した学生も最初は恥ずかしそうだった

のが、どんどん前に出ていく様になっていくのが印象

的でした。学生には舞鶴の事を少し教えてもらい勉強

にもなりました。ちなみに、この日の募金額は、21,61

4円でした。ご協力して頂いた皆さんに感謝致します。

短い時間でしたので、終了時のテンションがもったい

なく、もう少し時間があればと思いました。「ピチピ

チ」の学生とお別れし、帰りは「とれとれ」市場にて

しばし楽しみ、僕にとっての初めての募金活動は終わ

りました。次の機会もできるだけ参加をしたいと思い

ます。

西院中学にて、みやこふれあいまつり2016が開催さ

れました。ウエストクラブの出店は「やきそば」と

「わらび餅」11時スタート、11時15分には屋台もスター

トということで、スタート開始まもなくから焼きそば

に行列が。。

メンバーで各担当フル回転で焼きそばを焼きまくり

ました。わらび餅も最初は出足が鈍かったものの、じ

わじわと売れ出し、焼きそば、わらび餅共々1時半ごろ

には完売で大盛況でした。野田ワイズと野田メネット

は、みやこ作業所として一銭洋食の屋台を出店。そち

らも大盛況の様でした。ふれあいまつりのイベントと

しても、太鼓の演奏でスタート。韓国舞踊やジャグリ

ング、ギターの弾き語り、京炎そでふれ、などなど盛

りだくさんのアトラクションが開催され会場も賑わっ

ていました。今回のワークには京都部 山川地域奉仕

環境主査も参加されメンバーとともに和気藹々の楽し

いワークでした。皆さん！お疲れ様でした。

参加：牧野、安田、島

田、塚本、安平、山本、

澤田、福田、胡内、野

田、野田メネット、 京

都部 山川地域奉仕環

境主査
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標記例会が、北は十勝（山田ワイズ）から南は熊本

にし（８名）のほか、台湾の高雄（４名）、台中エバー

グリーン（６名）を含めて、国内外の総勢約１１０名

が集い、正午から、ホテルクライトン新大阪で開催さ

れた。内貴会長の開会挨拶、大阪ＹＭＣＡ総主事、岩

本西日本区理事の来賓挨拶等の後、誕生祝いタイムで

は、ハピネス・中原ワイズも登壇、きっちりとプレゼ

ントを受け取られた。ゲストスピーチは、母校である

大阪の女子大勤務を経て、奈良県吉野郡の川上村に移

住し、地域協力隊員として、林業の振興に取り組み、

「『おすぎ（杉）』や『ピーコ（桧）』を買った女」

として話題となった鳥居由香さんが、山林や水など自

然と人との共生について、熱い思いを語られた。

懇親会の部では、ペンタゴンの代表である森田恵三

ワイズによる、要領を得たワイズ節スピーチと地酒に

よる乾杯の後、祝賀と賑やかな懇親の場が持たれた。

角谷会長は、西日本区大会の前夜祭（前？）からウエ

ストメンバーが大挙して駆けつけることを熊本にしの

メンバーに宣言されていた。記念例会終了後の午後５

時からは、会場を四季自然喰処に移して、例会参加者

の半数以上が参加したＩＢＣ・ＤＢＣナイトが持たれ、

大いに食べ、飲み、語り合って、交流を深めた。しか

し、私にとって、この日の最大の収穫は、大阪西、熊

本にしの重鎮メンバーらとの懇談で、我がクラブから

の理事候補者が期せずして一致し、ウエストクラブの

益々の発展を確信できたことである。

クラブからの参加者は、一人を除いて、中堅どころ

（以上？）の９名（山田・角谷・中原・河合・桂・加

藤・岩本・森田・草野）であった。

京都ロイヤルホテル&スパにて、いつもより少し早め

の18：30より、１１名のゲストをお迎えしてEMC例会が

行われました。会長挨

拶の後、澤田ワイズ紹

介の中野かおるさんの

入会式が厳粛に執り行

われました。角谷会長

とともに、よく通る綺

麗な声でパワフルな所

信表明をされました。

ゲストスピーカーの

日本コミュニケーショ

ンＩＴ協会理事長 一

井敏郎様のスピーチ、

『やる気にさせる～魔

法の言葉～』では、計

量心理学をもとに考

案されたコミニュケー

ション能力を測定す

る心理テストを用い

て、自分の特性をよ

り明確に認識し、自

分という人間がどんな人間なのかということに気付く

ことで新しいコミニュケーション能力を養うというお

話しをされました。スピーチの際にされた心理テスト

では、参加されたかた皆さんが、その結果に自分のも

つ個性と特性とについて考えさせられたのではないか

と思います。happybirthdayでは今年還暦を迎えられた

中原ワイズへ、角谷会長より真っ赤なチャンチャンコ

とバースデイケーキが贈られました。しかし、和やか

に行われると思われていた還暦のお祝いにはとんでも

ないサプライズが忍ばされていました。チャンチャン

コに袖を通し、会場中から祝福される中、バースデイ

ケーキの蝋燭の火を吹き消して顔を上げたまさその瞬

間、中原ワイズの顔に張り付くクリームたっぷりのパ

イが！一瞬にして顔が真っ白になったクリームまみれ

の中原ワイズの隣には満面の笑みを浮かべた中原ワイ

ズ最愛の妻、優子メネットがおられました。突然会場

に奥さんがあらわれてパイをぶつけるというこのとん

でもサプライズには中原ワイズだけでなく会場中がビッ

クリ、そして大爆笑！島田ワイズ監修のシナリオ、仕

掛人の角谷会長、澤田ワイズ、完璧なサプライズでし

た。さすがです！しかも顔パイに

使われたクリームは目に入っても

大丈夫、服についても汚れないと

いう安心使用、優しさもたっぷり

です。今回も会場中に終始笑みの

絶えない楽しいEMC例会でした！

11111111月月月月22220000日日日日((((日日日日））））大大大大阪阪阪阪西西西西ククククララララブブブブ33330000周周周周年年年年記記記記念念念念例例例例会会会会

交交交交流流流流委委委委員員員員 草草草草野野野野 功功功功一一一一

11111111月月月月22224444日日日日（（（（木木木木））））EEEEMMMMCCCC例例例例会会会会

交交交交流流流流委委委委員員員員 山山山山田田田田麻麻麻麻紀紀紀紀夫夫夫夫

新新新新メメメメンンンンババババーーーー紹紹紹紹介介介介

中中中中野野野野かかかかおおおおるるるるワワワワイイイイズズズズ

11月24日入会の新しいメンバー中野かおるワイ

ズです。澤田ワイズご紹介で烏丸三条で不動産

業をされています。新たに美人女性メンバーが

増えて嬉しいです！！ウエストメンバーの一員

仲間として、皆様今後とも宜しくお願い致しま



１１月役員会議事録 司会 島田書記

議事録制作者：山本ファンド委員⻑
報告事項
１ 10月8日（土）竹林ワーク報告 牧野ＣＳ委員⻑

今期初めての竹林ワーク少ない人数で早くできた東前様参加
市橋ワイズが会⻑期に植えた栗の木から栗の実を収穫

２ 10月8日（土）びわ湖部会報告 野田ＥＭＣ委員⻑
⻑浜に集合、ビアンカに乗船 146名参加 留学生も参加

竹生島に寄港 4名参加
３ 10月15日瀬⼾山陰部会報告 角谷会⻑

森田ワイズ参加
４ 10月22日（土）ポテトファンド報告 山本ファンド委員⻑

17名参加 数量減少の件考える 徳義会様からお礼状がクラブ
に届いた。三種のかぼちゃを減らしポテトを増やして欲しい

と要望があった。
５ 10月27日（木）部⻑公式訪問例会（10月第二例会）報告

澤田ドライバー委員⻑
34名参加 京都部から3名 入会式（四方様）

６ 10月30日（日）ＹＭＣＡ国際協⼒街頭募⾦報告
塚本Ｙサ委員⻑

3名参加 325,024円集まった 全員で310名参加
７ 11月1０日（木）11月第一例会について

澤田ドライバー委員⻑
三条ＹＭＣＡにて１９時〜 森田ワイズの公演がある
弁当とお茶が出る ２次会会場げんき

８ 11月20日（日）みやこふれあい祭りについて
牧野ＣＳ委員⻑

集合9時 8名参加 鉄板借りられる 最後までいるようにする
９ 11月20日（日）大阪⻄30周年記念例会について

岩本交流委員⻑
9名参加 大阪ブライトン お祝い⾦持っていく

１０ 11月24日（木）11月第二例会ＥＭＣ例会について（彦根
シャトークラブ35周年記念例会アピールタイムの依頼）

澤田ドライバー委員⻑
講演会を予定（市井敏郎様）入会式、懇親会。 18時30分〜

１１ 11月24日（木）11月第二例会にて中野かおる氏の入会に
ついて 澤田ドライバー委員⻑

本日の議案で決定する いつもどうりです
12 12月8日（木）12月第一例会について

澤田ドライバー委員⻑
三条ＹＭＣＡ19時〜 メンバー自己紹介する

ニコニコなし 弁当でる
１３ 12月18日（日）クリスマス例会(12月第二例会)について

澤田ドライバー委員⻑
ロイヤル＆スパ18時〜
プレゼント交換、手品、二胡演奏、バルーン？

１４
１５ 各事業委員会報告 各事業委員⻑

事業委員会 みやこふれあい祭り主査が参加

協議事項
１ 中野かおる氏の入会について 承認 角谷会⻑
２ ＥＭＣ例会の会費について 承認 角谷会⻑
３ ウエスト忘年会12/29から12/27に変更 承認 角谷会⻑

他クラブ
１ 各部会について 11/12六甲部 中原書記

瀬⼾山陰部 森田ワイズ参加
ＹＭＣＡ関係
１ 11月3日（木・祝）京都部ＹＭＣＡ学園祭について

塚本Ｙサ委員⻑
9:15検査 9:30ぜんざい作り 約80食作る 15時ぐらい

まで作業所する
２ 11月11日（⾦）防災ワークショップについて

河合会計
19時〜 マナホール 消防署員様が講演される

３ 11月12日（土）ＹＭＣＡ・ＹＷＣＡ合同祈祷週集会について
河合会計

ＹＷＣＡでする 17:30〜20:00 公演がある 参加費500
円

４ 11月13日（日）舞鶴ＹＭＣＡ街頭募⾦について
塚本Ｙサ委員⻑

ＹＭＣＡ10時集合 募⾦箱・のぼり・ちらし
パネル持っていく 赤レンガ倉庫

京都部関係
１ 次々期京都部部⻑⽴候補の告示について

告示が始まっている
２ オータムフェスタ寄付⾦のお願いが来ている

塚本Ｙサ委員⻑
３ ミニバスケットボール大会の広告のお願いが来ている

塚本Ｙサ委員⻑
ウエストクラブ1万円

ＹＹＹＹＭＭＭＭＣＣＣＣＡＡＡＡ ＮＮＮＮＥＥＥＥＷＷＷＷＳＳＳＳ

１．パパパパネネネネルルルルデデデディィィィススススカカカカッッッッシシシショョョョンンンン～～～～働働働働きききき方方方方のののの選選選選択択択択～～～～自自自自分分分分ののののやややや

りりりりたたたたいいいいこここことととと？？？？結結結結婚婚婚婚？？？？稼稼稼稼ぎぎぎぎ？？？？ああああななななたたたたののののラララライイイイフフフフデデデデザザザザイイイインンンンはははは？？？？

～～～～

京都ＹＭＣＡでは毎年秋に、多様な文化をもつ若者が互

いの思いを語り合うパネルディスカッションを行ってい

ます。今年のテーマは「働き方の選択」です。パネリス

トは京都在中の大学生、京都ＹＭＣＡで日本語を学ぶ留

学生、そしてワーキングホリデイで来日した人達です。

グローバル化が進む今、アジアの若者達は今何を目標と

し、今後どういったライフデザインを考えているのか。

仕事の選択はもちろん、結婚や育児、目指す夢、お金の

ことなど、自分の言葉で熱く語り合います。

日時：12/2（金）午後７時〜９時 場所：京都ＹＭＣ

Ａ

対象： どなたでも 参加費： 無料

お申込み・お問合せ：京都ＹＭＣＡ TEL075-231-4388

担当：關（Ｅ-mail）kokusai@kyotoymca.org

２２２２．．．．ククククリリリリススススママママスススス ロロロロビビビビーーーーココココンンンンササササーーーートトトト

日時：12/12(月)～16日（金）午後6時30分～7時30分

場所： 京都ＹＭＣＡ 三条本館１階ロビーステージ

３３３３....市市市市民民民民ククククリリリリススススママママスススス 京都ＹＭＣＡでは今年もクリスマ

スのプログラムを行います。一般の方もご参加できます。

ご家族、お友達で是非ご参加ください。

日時：１２月１６日(金)（※時間、場所は予定）礼拝午

後７時～７時３０分キャロリング午後８時～９時場所：

三条本館および三条寺町界隈・新京極周辺でキャロリ

ング礼拝・奨励：浅野献一牧師（日本キリスト教団室町

教会）

４４４４．．．．ススススキキキキーーーーキキキキャャャャンンンンププププ・・・・ウウウウイイイインンンンタタタターーーーププププロロロロググググララララムムムム 申申申申込込込込受受受受付付付付

中中中中

スキーキャンプ： 京都ＹＭＣＡアウトドア事務局（Ｔ

ＥＬ）075-231-4388ウインタープログラム：ウェルネス

センター（ＴＥＬ）075-255-4709

２２２２００００１１１１７７７７年年年年１１１１月月月月ススススケケケケジジジジュュュューーーールルルル

12/15 木 三役会 19:00 京都YMCA

1/26 木 役員会・総会
第一例会 19:00 京都YMCA

1/7 土 第二例会
WRM合同新年例会 18:00

ANAクラウン
プラザホテル

1２月 ＨａｐｐｙＢｉｒｔｄａｙ
林 茂 澤田 ⻑利
吉川 香絵メネ

1２月 H a p p y A n n i v e r s a r y
塚本 勝己・由美 胡内 大介・陽子

２２２２００００１１１１６６６６年年年年１１１１２２２２月月月月ススススケケケケジジジジュュュューーーールルルル

11/17 木 三役会 19:00 京都YMCA

12/1 木 役員会 19:00 京都YMCA

12/8 木 第一例会 19：00 ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ&ｽﾊﾟ

12/18 日 第二例会
（クリスマス例会） 18:00 ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ&ｽﾊﾟ

12/10 土 竹林ワーク 後報 ⻄山竹林

12/29 日 ウエスト忘年会 後報 後報


