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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

リーダーシップ無くしてリーダーに非ず！クラブ、部、区、
あらゆる機会に学びの場が存在します。その機会が学びの場
と捉えるか、否かがリーダーの資質の違いです。すべてを有
意義に捉えリーダーシップを身につけて下さい。
舟木順司ワイズリーダーシップ開発委員長（京都トップス）

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

ＬＴ

西日本区強調月間

語

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！」

今月の聖句
心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、

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

あなたの神である主を愛しなさい、また、隣人を自分のよう

さぁ始めよう、ワイズの叡智と⾏動で」

に愛しなさい。

会

L ove of H u m an ity

第３７代

〜人類愛〜

会長主題

竹林ワークに参加して

ルカによる福音書 第10章27節

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

京都グローバルクラブ

赤松眞也

ウエストクラブの皆様、いつもお世話になりまして有難うございます。
クラブの竹林ワークのお手伝いを始めてから４年余りになると思います。
最初は我がクラブの高橋秀樹君より誘いをうけ、興味がわき参加しました。自
然の竹藪を利用して取り組まれている様子を見て、何かお手伝いが出来ればと
思い、まずは草刈りを始めたのがきっかけでした。以来、幾度となく参加させ
ていただく内にメンバーの方々と親しくお話が出来て楽しませていただいてお
ります。クラブの例会にもお招き下さり、喜んでいます。やはりワイズの楽し
みは自分のクラブのメンバーだけではなくて、色々な行事に参加し、他クラブ
のメンバーとの交流も必要だと考えていますし、自分なりに実行してきたと思っています。（但し、
京都部の中だけではありますが。）
ワイズの活動は地域奉仕活動がメインだと私は思っています。YMCAの活動も、地域奉仕の為の活動
が主流ではないかととらえれば、Yサ、CS及び広報、交流も含め、地域の為に奉仕する活動と考えれば
まだまだ出来る事は有ると思っておりますので、これからも、地味ではありますが、何かしら楽しみ
を見つけてやっていきたいものです。ウエストクラブの皆様にはこれからも宜しくお願い致します。
竹林ワークには出来限り参加し、お手伝いをさせていただきます。
今回はこの様な機会を下さり御礼申し上げます。有難うございました。

メンバー数

会
員
広義･功労
特別ﾒﾈｯﾄ
合

計

30名
4名
1名
35名

４月出席率97％
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ含む
３月出席率97％

第二例会(Yサ例会)

メ
ン
広義･功労
メネット
コメット
ゲ ス ト
ビジター
合 計

23名
0名
１名
0名
2名
0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 61270円 前月累計
532295円
ポテト
17000円
0名 第 二 例 会
40646円
0円 他食品
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
4月
0円
合 計
5943円
77270円
27名 累 計

4 月1 日（日） 長浜クラブ ３０周年 記念例会
交流委員 森田恵三
４月１日長浜湖岸の北びわこホテルグラツイエに
て長浜クラブ３０周年記念例会が開かれました。わ
がクラブからは私一人の参加でしたが、やはりクラ
ブ交流のためには一人でも出席してよかったという
のが偽らない思いでした。１２時半から始まった式
典は来賓紹介だけで祝辞は記念誌をもってかえると
のことですべてなし、３０年の歩み、永年会員表彰、
滋賀Yへ風の谷修復経費支援金贈呈を経て至極あっさ
り終了。それに変えて休憩時間は３０分、参加者同
士がゆっくり交流を楽しむ時間がとられており、こ
のスタイルもよいなぁと思ったことでした。
祝宴では３０周年にふさわしく、地元長浜の富田
人形共遊団による伝統郷土文芸の人形浄瑠璃「寿式
三番叟」が演じられました。続いてクラブメンバー
編成の「チャーリー松岡とワイズバンド」の演奏も
見事なものでした。そのあとドアプライズが行われ、
収益金の一部が熊本と東日本震災支援金として贈ら
れました。遠く盛岡クラブから参加された井上修三
会長には盛岡Ｙボランティアセンターへの復興支援
として、会場からの大きな拍手とともに贈呈されま
した。井上会長の出席は、震災時に長浜クラブから
送られた自動車と扇風機への答礼のためだとお聞き
して、私はワイズの友情の熱さに改めて感動しまし
た。祝宴はクラブ紹介、アピールタイムのあと名残
を惜しみつつ閉会となりました。びわこ部の中では
まだまだ元気のある長浜クラブの更なる発展を祈っ
てやみません。

明で、カルメンや童謡を楽しく聞かせていただきま
した。私は満たされた気持ちで帰宅しました。河合
ワイズのフルートを皆様また一緒に聞きませんか?

4月15日（土）彦根シャトークラブ３５周
年記念例会 Ｙサ・ユース委員 桂 厚子
2017年4月15日(日)エクシブ琵琶湖にて、142名の
参加にて盛大に和やかに開催されました。ウエスト
からは、角谷会長始め、森田、岩本、河合、桂5名が
ご一緒しました。山内会長のご挨拶は、チャーター
５年目に長浜クラブをエクステンションされた経緯
や、彦根桜一杯運動、滋賀ＹＡＭＡの風の谷キャン
プ場の事業、など活発な事業展開をされて力強いク
ラブをアピールされました。ＤＢＣ先の伊東クラブ
とは、大きな大漁旗の交換が行われて「富士山と太
陽」と「鶴と太陽」見事な絵柄でした。懇親会はオー
ルデイズの音楽が奏でられ、テーブルのあちこちで
お喋りのざわめきで楽しい宴になりました。

4月16日（日）（第一例会）夜桜フェスタ
EMC/DR委員 奥田英詔

４月１６日、京都YMCAリトリートセンターにて、Y
MCAに関わる多くの方と、夜桜フェスタが盛大に開か
れました。各参加団体による屋台には、それぞれ皆
さんが工夫して作った美味しそうな数々の食品が、
とても食べきれないくらいの数並んでいました。
わらびもち、焼きそば、コロッケ、たこ焼き、フ
ランクフルト、うどん・・・その中には、石焼ピザ
をされている姿もあり、大変励みになりました。
その中で、我らウエストワイズとしては、ジャン
4月12日（水）なかのしまクラブ例会
ボ餃子の提供をさせていただくこととなり、餃子を
Ｙサ・ユース委員 桂 厚子
焼くということに挑戦させていただきました。焼き
2017年4月12日(水) ホテルグランビア大阪にて、
始めると、多くの方に並んでいただき、２つしかな
河合ワイズと吉田由美ワイズのフルートの演奏会が
いコンロは、１時間以上にわたって、ひたすら餃子
あるという事で、私一人でしたが参加いたしました。 を焼くことに集中し続けることとなりました。郊外
他クラブの特別な例会は出席することもありますが、 ということもありますが、日頃料理のしない私にとっ
普段の例会参加は少ない経験です。なかのしまクラ
ては、「おいしく餃子を焼く」ということが、以外
ブの特有の柔らかなそれでいて厳粛な例会でした。
に難しいことだとはじめてしりました。その点では、
ワイズソングはフルートの音色に英語での斉唱でし
妻に頼りっぱなしの上に、文句をつけている自分を
た。食事の後吉田ワイズも淡いピンクドレスで、河
反省する良い機会だったかと思います。気がつくと
合ワイズは紺色のロン
時間があっという間に過ぎており、時間と共に焼く
グドレス、素敵な奏者
方の腕もあがった？ように思います。また、皆さん
に変身され演奏が始ま
のおいしそうに食べていただく顔を見れたことに、
りました。3テーブルの
とてもうれしい思いがしました。特に、今回私の家
部屋の中を縫うように
族メネット、コメットと参加もでき、ワイズ活動を
音に満たされ、2本のフ
通じて、多くの人との交流ができとても楽しいイベ
ルートは、まさに追い
ントでした！
かけるように上に流れ
4月23日（日）筍堀大会
下に流れ、一緒に寄り
地域奉仕・環境委員
安平知史
添い優しく延びる音色
で魅惑のひと時でした。
4月23日（日）、長岡竹林にて毎年恒例の筍堀BBQ
吉田ワイズの軽妙な説
大会を開催しました。ウエストメンバー15名、京都

部山川CS主査、大阪にしクラブの皆さん、グローバ
ルクラブの赤松ワイズ、トゥービークラブの畑本メ
ネット、徳議会の子供達やなんと東京から参加され
たワイズメン、フェイスブックから参加申し込みを
頂いた方たちを含めた、たくさんのゲストで総勢約
60名の参加となりました。10時に開催ということで
メンバーは8：30集合で準備をスタート。BBQの炭の
着火作業や中原ワイズが流石の慣れた手つきでチェー
ンソーを使っての飯ごう作りなどなど、メンバーで
手分けをし効率よく準備に励みました。そして10時
より筍堀スタート！今年は筍の不作で当ワーク地に
は沢山無かったのですが、近隣の竹林の方のご厚意
でたくさんの筍堀をさせて頂きました。沢山のゲス
トや他クラブのメンバーの方には、筍堀を楽しんで
頂けたと思います。今回はBBQの途中から次期西日
本区理事の大野ワイズ達もご参加頂き、焼肉、焼き
筍、筍ごはん、安田ワイズプロデュースの絶品あっ
さり味ぽん焼きそば、そして大阪西クラブより、鶴
橋 岡村商店の本格的キムチの差し入れ等々盛りだ
くさんで、良いお天気の中、美味しい料理とお酒な
どを飲みながら楽しく交流を することが出来まし
た。毎年恒例となっている筍堀BBQ。また来年も楽
しみです。牧野CS委員長はじめ、ご準備をした頂い
たメンバーの皆さん！お疲れ様でした。

4月26日（木）Ｙサ例会（第二例会）
ファンド委員 林 正章
会長挨拶・ゲスト紹介・予算案延期の総会が行わ
れ、鈴木メネットの食前感謝の言葉が有りました。
オムロン様より、こおろぎの活動が表彰され、１０
０万円の顕彰金を頂いたとの事！！こおろぎは２つ
なので、５０万づつわけて、今後の活動に使われる
そうです。地道に続けられて来た事が認められたん
ですね、凄い事です。その後は、本日の主題で有る、
YMCAについて、阿部
主 事 から お 話 が 有り
ました。
２ ０ ００ 年 か ら 返還、
そ れ ぞれ の 事 業 ・教
室 が 時代 に 合 わ せて
変 わ って い っ た 事、
又 、 今後 に 向 け て変
わ ら ねば な ら な い事
な ど 、大 変 興 味 深い

お話でした。若い世代のＹ'Ｓメンがこれから何を
するべきかを考えさせられる例会になったと思いま
す。

4月29日（土）木器窯スプリングフェスタ
メネット 福田仁美
八重桜に山吹、木蓮、チューリップが咲き誇る木
器窯にて、大阪西クラブの内貴会長の挨拶で始まり
ました。東京西クラブから高島Ｙ･高島コメ･神谷Ｙ
神戸西クラブからは加茂ご夫妻がされました。バー
ベキューの準備の時間を利用して、ウエスト交流委
員会も開かれ、その終了後みんなで乾杯! 和やかな
雰囲気の中、ウエストメンバーで、ハイ・チーズ!
皆さんご馳走を前にして、本当“いい顔”していま
す!! 毎回バーベキューはもちろんのこと、菜の花
とクリームチーズの生ハム巻き、タコとじゃがいも
のサラダ等々、おしゃれで美味しい前菜の数々も並
びます。今回印象深かったのは、ワラビ、ウド、タ
ラノメなど、揚げたてのアツアツサクサクの山菜天
ぷらを「はふっはふっ」言いながら頬張ったこと。
素晴らしい自然の中、春の恵をいっぱい感じながら、
たくさん、残さず、有難く頂きました。お腹が一杯
になった後は、運動を兼ねて藁葺き屋根の古民家風
岡野酒造までお散歩。数種類飲み比べをして気に入っ
たものを買うこともできました。私にとって3度目
の参加、名残惜しい“木器窯ラストスプリングフェ
スタ”となりました。本当にありがとうございまし
た。さて来年は? 会場を京都の洛西、竹林に移して
…、という案も今回耳にしました。どんな交流会に
していくのか?今からワクワクドキドキ楽しみにし
ています。
参加者：角谷会長とコメ2人・
安田Ｙ･山田Ｙ山本Ｙ･森田Ｙ草野Ｙ･岩本Ｙ・福田
Ｙ夫婦、計１１名

4月役員会議事録
〔報告事項〕

司会 島田書記
議事録制作者：山本幸仁ファンド委員⻑

１、3/18〜3/19（土）次期会⻑、主査研修会
次期部⻑の話があった。（秋の事業の話など）
２、3/18〜3/19（土）TｈeＹcap京都ミニバスケットボール大
会
事業が重なり、7名参加。178ジャンボ餃子。クレーム1件冷た
かった。
３、3/20（月祝）飯野ワイズ送別会
参加者12名。飯野ワイズ感激されていた。京都に帰って来られ
ている時はお声掛けをする。
４，3/20（月祝）神崎YMCA総主事就退任式並びに感謝と励まし
の会
参加者7名次期加藤総主事のあいさつ。書道の催しがあった
５、3/23（木）第二例会（9時までワイズ）
当日2000円の弁当。参加者と弁当の数あわず。参加者多数
６、3/24（⾦）京都部国際交流事業懇談会
いつもより早く開催された。京都から１４クラブ参加。
IBC・DBCの報告があった。交流事業のお話があった。
７、3/25竹林ワーク
メンバー７名＋赤松様＝８名。備品整理。近隣にBBQのチラシ
配り。
８、4/1（日）⻑浜クラブ30周年記念例会
森田ワイズがブリテンで報告？
９、4/16 4月第一例会夜桜フェスタについて
⒕:00〜橋開通式。16:00〜19:00夜桜フェスタ。ウエストジャ
ンボ餃子予定。
10、4/23（日）たけのこ掘りBBQ大会
一般申し込み０名（4/15時点)メンバー15名。もう一度参加呼び
かける。大野次期理事お越しになる。徳義会5〜6名参加。留学
生（阿部様から案内して頂く）。当日、食材安田ワイズ メン
バー集合8:30。雨天中止。京都部にアピールする（角谷会⻑）
11、4/27（木）4月第二例会Yサ例会
内容未定、決まり次第報告がある。委員⻑に確認する。
12、4/28（⾦）YYYフォーラム
主任がお越しになられて、話がある。数名参加予定。
13、4/29（土祝）木器窯スプリングフェスタ
チラシ本日メールで流す。参加10名（4/6時点）子供2名
⒕、5/18(木）公開役員会兼総会（次期予算・事業計画案）
次期予算、次期3役会でくむ。次期事業計画➡EMC、地域奉仕予
算増する。YMCA耐震工事で使えない時期がある。（来期）
15、5/21（日）チャリティーラン
京都部から報告がある。協賛のお願いがある。出店しない。
お手伝いする、受付等。
〔協議事項〕
〔議案〕無し
16、5/25（木）5月第二例会について
内容未定。決定しだい連絡あり。
17、5/27（土）ウエスト次期役員研修会・懇親会について
場所、YMCA15:00〜19:00。懇親会会場未定。
18、6/24（土）引き継ぎ例会について
内容未定。決定しだい連絡あり。
19、次期ホームページ更新について
島田ワイズからメールがあった。4/7以後に各自で切り替える。
何日かメールができない。林ワイズがサポート。
20、来期広義会員申請の件
大⻄ワイズ、茂山ワイズに確認する。
21、各事業委員会報告
筍ファンドを加える。個別ではなくファンドに加える。
四方ワイズ、中野ワイズ、奥田ワイズファンド3名なし。

〔他クラブ関係〕

４月２５日(水)エイブルクラブ例会に参加して
京都エイブルクラブのウェルネス例会に、スピーカー
として、お招きいただきました。会長期同期だった砂
地ワイズよりメネット例会で行った美容と健康につい
てのスピーカー依頼でした。会場は宇治のパルティー
ル京都で、とても広く綺麗な建物でした。山根会長・
メネットさんを始め、メンバーの皆様がとても暖かく
迎えてくださったので、スムーズに行えました。事前
にお渡しした資料も用意していただき、皆さんと脳ト
レや、椅子で出来るストレッチ、簡単に出来る事を試
したり、姿勢矯正のウォーキングなどもしていただき
ました。その後は、食事や美容のお話でも意見交換も
有りとても楽しく時間が経ちました。最後は皆さんと
記念撮影をパチリ！本
当に良い機会を頂いた
事に感謝です。エイブ
ルクラブの皆様有難う
ございました。
ブリテン委員金澤典子

２０１７年５月スケジュール
4/26

木

5/18

木

5/21

日

5/25

木

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

２０１７年６月スケジュール

1、4/15彦根シャトークラブ35周年記念例会
エクシブ琵琶湖5名参加（場所確認する）

６/1

水

三役会

19:00

京都YMCA

1、阿部様、今期と来期担当して頂ける。
2、プリンスクラブ、グローバルクラブ催しがある。

6/15

木

公開役員会

19:00

京都YMCA

6/10
11

土日

後報

菊池市文化
会館・他

6/24

土

〔YMCA関係〕

【京都部関係】

塚本次期EMC事業主査活動報告

【⻄日本区関係】

欠席で報告なし。

6/10〜6/11（前夜祭9日）台20回⻄日本区大会について
登録30名（メネット含む） 例会扱いにする。
第二例会予算が余っている。懇親会で使うか？。飲食に使うの
は問題？
不公平になるかもしれない。（使える人と使えない人がでる）
交流の残⾦がある➡使わない 地域奉仕の残⾦がある➡検討する

ＹＭＣＡ Ｎ Ｅ ＷＳ
２ ０１ ７年度会員協議会日時：２０１７年６月２３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：ブランドスローガン・ロゴ発表など。
事前に出欠連絡を京都ＹＭＣＡ本部までご連絡く ださい。
＊すべての お問い 合わ せは 京都ＹＭＣＡ迄お願い い たしま す。
(TEL)075－231－4388 (FAX)075-251-0970
(E-mail)kyotoymca.or.jp ）

⻄日本区大会
（熊本）

引継例会

18：00

京都ロイヤル
ホテル&スパ

５月 Hａｐｐｙ Ｂｉｒｔhｄａｙ
四方秀和
安平春美メネ
奥田いずみメネ
５月 Happy Anniversary
阿部和博・和美 桂厚子・五郎
草野功一・敬子 藤居一彦・美幸

