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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
YMCA サービス ASF

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

YMCAの愛と奉仕の活動を支援しつつ、次代を担うユー
スの育成に力を注ぎましょう！
堤 弘雄Ｙサ・ユース事業主任 （熊本）

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）
「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

今月の聖句

(京都プリンスクラブ）

互いに愛し合いなさい。これがわたしの命令である。
ヨハネによる福音書 15章17節

｢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

副会⻑

安田繁治

書

島田博司・中原一晃

記

会 計

次 期 EMC主 査 と し て

角谷多喜治

河合久美子

塚本 勝己

皆様こんにちは！次年度ウエストクラブからＥＭＣ主査を拝命致しました塚本勝己です。
簡単にＥＭＣの説明をさせて頂きます。ＥＭＣとは、クラブの拡張、発展、会員増強、会員意識
の高揚クラブ維持、存続についての研究及び活動を行う部署です。簡単に言うと、新しいクラブ
を作り、そしてワイズのメンバーを増やそう！という所です。次年度私は、この中で「人を増や
す」事と、「クラブを辞めない」という事を分けて考えたいと思います。まずは、人を増やす事
には、ワイズを知ってもらう事が重要だと考えています、凄く良い活動をしているのにメンバー以外に広報ができ
ていないのはもったいない！ですから今回はワイズメンズクラブ全体のサークルを発足しようと考えています。ま
ずは好きなことから友達を誘ってワイズメンズクラブを知ってもらい、例会に来やすくする。こんなにたくさんの
メンバーがいるのだとゲストの皆さんに知ってもらう事が出来ればと思っております。そして、次に「クラブを辞
めない」には主題にも掲げました、「メンバーのメリット！」を考えています。京都部にはメンバーが５００名以
上おられます、各クラブ素晴らしい活動をされていますが、少し横のつながり（クラブ同志の繋がり）が少ないよ
うに思います。500名の中には色々な職種を持った方がおられます、クラブ活動の他にも少しだけでも仕事の面で
ワイズに入って良かったな！と思える事があってもよいのではないでしょうか？そんな事を少しでもお手伝いがで
き、メリットを感じて頂ければなと思っております。ウエストクラブは現在メンバーが増えて来ております。以前
よりパワーアップし、活発なクラブ活動が出来ていると思います。これもウエストには重鎮がおられ、ルールを知っ
ている20年選手がいて、中堅がリーダーシップを持って活躍し、若手がついて来ると、素晴らしい形となっており
ます。次年度ＥＭＣ主査になれば、ウエストクラブの良さをアピールし、少しでも京都部のお役に立てる様に頑張
り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

32名
4名
1名
37名

3月出席率100％
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ含む
2月出席率100％

第二例会(戌の刻例会)

メ
ン
広義･功労
メネット
コメット
ゲ ス ト
ビジター
合 計

25名
0名
１名
0名
0名
6名
26名

第一例会(総会)

メ
ン
広義･功労
メネット
コメット
ゲ ス ト
ビジター
合 計

ニコニコ

ファンド

5184円
26名 前 月 累 計 51900円 前月累計
9370円 ﾎﾟﾃﾄ
532295円
0名 第 二 例 会
0円 他食品
40646円
１名 第 一 例 会
578125円
合計
０名
東北支援募⾦
2名
前月累計
5943円
0名
3月
0円
合 計
5943円
61270円
27名 累 計

3 月5 日（日） リトセン チャリティ ー
ゴルフ コンペ
EMC DR委員 渡邊 昌嗣

3月20日（月）神崎総主事退任式
交流委員長 岩本 敬子

3月5日日曜日に瑞穂ゴルフ俱楽部で洛中クラブが
ホストもと、75名の参加で盛大に開催されました。
ウエストクラブからは立山、塚本、島田、渡邊の4名
が参加しました。晴天で微風と、この時期にしては
最高のゴルフ日和で梅の花を観ながら、ゴルフを楽
しみました。珍しく同組の塚本ワイズは前半6番まで
パープレイと最高の滑り出しでしたが、結果は22位
と泣かず飛ばずでした。個人戦は立山ワイズ5位入賞、
私は26位、島田ワイズも59位でした。団体戦優勝は
気温の上がった快晴の日、14時からウイングス京
ウイングクラブ、準優勝はセンチュリークラブでベ
都イベントホールにて京都YMCA総主事就退任式が開
スグロは74と、ワイズの奥行きを感じる1日でした
催されました。全国の総主事も集まり、総勢200名以
上が参加されました。
第一部は礼拝形式。聖書引継ぎそして、亀井理事長
の任職の辞が述べられました。第二部は、アメージ
ンググレースの独唱から始まり、第11代神﨑清一総
主事より退任の挨拶と第12代加藤俊明総主事就任挨
拶と続きました。そして、ビデオによる国際協力、
交流の紹介が流され、海外来賓でお越し頂いた仁川Y
MCA李会長よりお祝いの祝辞を頂きました。
場所を移動し、茶話会は京都YMCA で「感謝と励ま
3月18日（土）Ｙカップミニバスケット
しの会」が行われました。YMCA が目指す働きとして、
Ｙサ・ユース委員 鈴木 けい子
“見つかる。つながる。よくなる。”ブランディン
グでよく聞かれる言葉ですが、今回の企画はまさに
その流れに沿って行われたと感じました。音楽関係、
午前十時から京都YMCA主催の「京都ミニバスケッ
パファーマンは以前からのつながりのある方にお願
トボール大会」があり、ウエスもお手伝いのため、7
いしての出演です。感謝を盛り込んだ進行でした。
名の参加で盛り上がりました。
神﨑総主事14年間ご苦労様でした。今後は日本同盟
出場する子供たちは、早くからウオーミングのた
総主事として、ご活躍されることと思います。そし
めに走ったりボールおくりの練習をして汗を流して
て4月1日から京都YMCA 第12代加藤俊明総主事の船出
いました。みんなの一生懸命さに、少しずつでも毎
日体を動かすことの大切さを学ぶことができました。 です。皆さんで新総主事を支え、つながり、良くな
りましょう！
この日の食材やフライパンなどを調達持参、角谷会
ウエスト参加：角谷会長・河合・牧野・森田・野田
長、澤田ワイズの用意周到さにはビックリ、とても
桂・草野・岩本
ありがたかったです。その上二人のフライ返しはす
ごくて女性陣もタジタジ！日ごろ会長はいかに家庭
で奥様をサポートされておられるかよくわかりまし
た.ジャンボ餃子170食を提供、子供たちから「昼食
を作ってもらってありがとうございました。」と一
列に整列をしてお礼を言ってもらい各ワイズメンた
ちも拍手で見送りました。お天気もまずまず久しぶ
りの参加で楽しい一日を過ごすことができました。
新しいメンバーもぜひ参加して 実感してほしい
とおもいます。
ウエスト参加：角谷 澤田 加藤
中原 河合 中野 鈴木

3月25日（土）竹林ワーク
直前会長 加藤 秀行

何か月ぶりかの竹林ワークでしたが冬場は草もほ
とんど生えていなくて今日のワークは倉庫の前の古
い竹を焼却するためにがけ下に落とす作業と多少の
竹の燃焼をしました。女性は近隣の家に筍堀＆バー
ベキューの
案内のチラシ配りをしてもらいました。その後、倉
庫の備品の点検を行いそれを記録しました。今年は
気温が上がらないので筍が出るのが遅いらしく、竹
林を歩いても地上にはまだ全然出ておりません。お
そらく4月中旬になるだろうと竹の学校の方に教えて
もらいましたので16日のリトセン夜桜フェスタでの
ファンド及び 23日の筍堀＆バーベキューには間に
合う予定です。参加者はいつも参加していただいて
ますグローバルクラブの赤松ワイズ角谷会長、市橋、
福田、牧野、河合、岩本の各ワイズと加藤の8名の参
加でした。

3月23日（木）戌の刻例会（第二例会）
三条YMCA Ｙサ・ユース委員 吉川 忠

3月23日に、タイトルにあるように、三条YMCAにて、
第2例会がひらかれました。私は第2例会が三条YMC
Aで、開催されたのが、初めての参加でした。
内容も、ウエストクラブを考察しようと、すごく
真面目な例会なんだろうと、少し緊張感をもって参
加しました。食事は矢尾定のお弁当が出され、とて
も美味しく頂きました。
いよいよ、角谷会長による、(ウエストクラブを考
察しよう)が、はじまりました。コの字型に会長を囲
むように、皆がすわり、全集中が、会長にむけられ
ました。 いろいろ、話をされた中に、自己成長と、
いう言葉が、頭にのこりました。先ずは、ウエスト
には、たくさんの優れた人々がおり、メンバー交流
によりすばらしい、影響を受けられるそれには、強
い義務感を持ち、また、義務は、全ての権利に伴う。
つまり、義務とは、例会出席、大会出席、クラブ運
営協力、金銭的義務ん果たす事で、それにより、権

利が伴う権利とは、自己研鑽、達成感、感動、人脈、
信用獲得である。と、とても、わかりやすく説明を
してもらい、私も、もっともっと、参加して、自己
研鑽して、新たな仲間を、入会させれるように、頑
張りたいと、思いました。非常に為になる、例会で
した。

ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ
１． 夜桜フェスタ
今年の夜桜フェスタは、リトリートセンター開設５０周年を記
念して行います。春の香り漂う自然を感じつつ、ライトアッ
プされた幻想的な八重桜をお楽しみください。また、２０１６
年１２月から行われていた架橋改修工事の完成式典も行
います。ぜひご参加ください。
日 時：４月１６日（日）午後４時～７時
会 場：京都ＹＭＣＡリトリートセンター
（宇治市二尾宇川１８）
参 加 費： 大人（中学生以上）２，０００円/名
小学生 １，０００円/名
幼児 無料
チケット販売：京都ＹＭＣＡ三条本館１Ｆ窓口
※無料送迎バスもあり（定員になり次第締切）
※国際協力チャリティーバザーにご寄贈いただける物品
を受け付けています。（未使用品でお願いします。）
２． 第１３回イン ターナショナル・チャリティ ーラン
参加・協賛申込 受付中
今年で第１３回を迎えるチャリティーラン、今年は５月２１日
（日）に開催いたします。チャリティーランで集められた支
援金は、全国のＹＭＣＡや京都ＹＭＣＡが行う障がいのあ
る子どもたちのためのプログラムに用いられます。ただ今、
参加・協賛のお申込みを受付中です。多くのご参加、ご協
力お願いいたします。
参加申込…リーフレットの専用振替払込用紙に必要事項
をご記入の上、京都ＹＭＣＡ三条本館１Ｆ窓口にてお手続
きいただくか、大会ＨＰ（http://kyotoymca.or.jp/c-run）
のメールフォームよりお申込みください。
協賛申込…リーフレット同封の協賛申込書にご記入の上、
京都ＹＭＣＡ三条本館１階窓口にてお手続きください。
＊すべてのお問い合わせは京都ＹＭＣＡまで
お願いいたします。
(TEL)075－231－4388
(FAX)075-251-0970
(E-mail)kyotoymca.or.jp

４月 Hａｐｐｙ Ｂｉｒｔhｄａｙ
藤居一彦
松本純子メネ 胡内陽子メネ
４月 Happy Anniversary
渡邊昌嗣・栄里 森田恵三・直子
奥田英昭・いずみ

3月役員会議事録
〔報告事項〕

司会 島田書記
議事録制作者：野田泰伸EMC委員⻑

1 2月4日・5日 東⻄日本区交流会報告
岩本交流委員⻑
１０年ぶりに開催され、ウエストクラブ６名他３７０名の参加で
した。分科会など勉強会や⽴食パーティーも企画され、ペンタ
ゴン、東京ひがしクラブとも活発な交流ができました。
2 2月5日（日）ネパールチャリティバザー 報告
牧野地域奉仕委員⻑
ネパールＹＭＣＡサポートの目的で開催され、ＹＭＣＡ理解の機
会にもなり京都新聞の取材がありました。広報の効果があった
と思います。
3 2月9日（木）第一例会（総会：上半期 会計報告）報告
河合会計・澤田ＤＲ委員⻑
ゲストスピーカー、杉山明美さんの「おいしいワインの選び方」
について講演を聞きテイスティングもありました。
4 2月11日（日）なかのしまクラブ20周年記念祝会
岩本交流委員⻑
響きあう心と心をテーマに開催され、記念講演、ピアノ演奏あり、
⼥性クラブらしいきめ細かな気配りに満ちた記念例会でした。
5 2月23日（木）ＴＯＦ例会 報告
牧野ＣＳ委員⻑
アジア保険研究所の中島隆宏様にアジアの人々の健康について講
演いただきました。山川新一地域奉仕環境事業主査、ウイング
クラブ４名参加

2 3/20(月)神崎YMCA総主事就退任式並びに感謝と励ましの会
桂Yサ委員
ウイングス京都で１４：００開催、終了後三条ＹＭＣＡにて
茶話会。

〔京都部関係〕

1 塚本次期EMC事業主査活動準備報告
塚本Yサ委員⻑
ワイズデーを盛り上げます。熊本とコラボできる企画を考えて
います。

〔⻄日本区関係〕

1 6/10-11（前夜祭9日） 第20回 ⻄日本区大会について
（懇親会場所：ホテル日航熊本）
角谷会⻑
復興の関係で、会場確保に苦労されたそうです。参加すること
で復興に貢献できます。交流の補助がありますので、
できるだけ多くのメンバーで参加しましょう。

〔議案書〕

役員会議案１．飯野ワイズ、一身上の都合により、３月31
日をもって退会とする。
承認
総会議案１．３８期事業委員⻑を承認する。

（委任状含む出席者３０名）
地域奉仕・環境 加藤秀⾏
ブリテン・広報 山田麻紀夫
ドライバー 島田博司
ファンド 安平知史

Ｙサ・ユース 福田英生
ＥＭＣ ⽴山隆一
交流 河合久美子

承認

6 2月26日（日）チャリティボウリング 報告 牧野ＣＳ委員⻑
しょうざんボウルでウエスト７名、平安徳義会５名混合チーム
で参加。
7 3月5日（日）リトセンチャリティゴルフコンペ 報告
塚本Yサ委員⻑
瑞穂ゴルフ倶楽部で洛中クラブホストにて開催、⽴山、島田、
塚本、渡邊参加。 ７５名参加で192,000円のチャリティー。
個人では⽴山ワイズ５位。
8 3月10日（⾦）YMCA創⽴128周年会員集会 報告 桂Yサ委員
報告なし
9 3月12日（日）YMCAリーダー祝会 報告
角谷会⻑
リーダーはきっちりお話しでき、レベルの高さを感じられ
ました。粛々と卒業の感じを味わえました。
10 3月15日（水）締め切りの各種献⾦報告
Ｙサユース、ＣＳ・ＴＯＦ献⾦297,500
ＦＦ個人献⾦、塚本ワイズ。

河合会計

11 3月18日（土）〜19日（日）次期会⻑・主査研修会について
安田次期会⻑・塚本次期EMC主査
大阪コロナホテルにて開催。塚本次期ＥＭＣ主査も参加で心強
い思いです。出発の記念になるよう勉強します。
12 3月23日（木）第二例会（9時までワイズ）について
澤田ドライバー委員⻑
通常例会通り進⾏します。角谷会⻑の仕込みで企画しています。
弁当2000円予定。

２０１７年４月スケジュール
3/29

水

三役会

19:00

京都YMCA

4/6

木

役員会

19:00

京都YMCA

4/16

日

後報

ﾘﾄﾘｰﾄｾﾝﾀｰ

4/23

日

竹林筍堀り

後報

⻄山竹林

4/27

木

第二例会

19：00

日

木器窯
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾌｪｽﾀ

後報

4/29

木

13 4月16日（日）夜桜フェスタについて
塚本Yサ委員⻑
リトセン開設５０周年記念、進入橋等改修工事完成記念式も開
催。ウエスト屋台担当１７０食の食事内容は未定。

5/18

木

14 5月21日（日）チャリティランについて
塚本Yサ委員⻑
ウエスト出店予定なし。角谷会⻑テント準備します。

5/21

日

15 4月29日（土祝）木器窯スプリングフェスタについて
岩本交流委員⻑
本年度で最終の開催となります。多くの参加を期待します。

5/25

木

無し
各事業委員会報告
各事業委員⻑
3/25竹林バーベキューの準備 4/23バーベキュー開催、
平安徳義会１０名参加予定で筍堀りをします。

〔協議事項〕

1 次期38期安田期事業委員⻑について
総会議案にて審議

安田次期会⻑

〔他クラブ関係〕

1 4/15彦根シャトークラブ３５周年記念例会
６名参加予定

〔YMCA関係〕

岩本交流委員⻑

1 3/18・19 The Y cup 京都ミニバスケットボール大会について
塚本Yサ委員⻑
６名参加予定。ジャンボ餃子提供。

（第一例会）

京都ロイヤル
ホテル&スパ
三田

２０１７年５月スケジュール
4/26

16
17

夜桜フェスタ

5/27

土

三役会

19:00

京都YMCA

19:00

京都YMCA

YMCAチャリティー
ラン

後報

鴨川河川敷

第二例会（Yｻ）

19:00

第一例会

（総会・公開役員会）

ウエスト次期役員
15:00
研修会

京都ロイヤル
ホテル&スパ

京都YMCA

お詫びと訂正
毎月、ブリテン見て頂き有難うございます。1２月号の
ニコニコ金額の前月累計金額が間違っておりました。
14000円のところ、51000円になっていた為、４月号で
33000円を差し引いた金額に訂正致しました。
今後気をつけますので、どうぞ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

