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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

語

国際会長 Henry Grindheim (ノルウエー)
主題 ”Let Us Walk in the Light – Together”
「ともに、光の中を歩もう」(国境なき友情)
アジア地域会長
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」
西日本区理事 大野 勉（神戸ポートクラブ）
主題 2022年に向けて「心身の健康づくりから、クラブの
健康づくりへ」 Healthy mind & healthy

body make healthy club
京都部部長 竹園 憲二司 (京都ZEROクラブ）
主題 “Ａｌｌ Ｈａｎｄｓ ｏｎ Ｄｅｃｋ ！”

第３８代
会長主題

有言実行とは
西日本区強調月間
「目標を明確に、実践を確実に」＝有言実行とは、言葉に
下ことは実行しよう、というよりも、実行できることを言葉で
表そう、の方がふさわしい、自分の立ち位置を知り、仲間と
共に前進する姿勢をもちたいものです。
大野 勉理事 （神戸ポート）
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、あなたの
神である主を愛しなさい、また、隣人を自分のように愛しなさい。
ルカによる福音書 第10章27節

R ead y to fly
一歩前進と調和 皆さんと共に

３８期副会長として

会 長

安田 繁治

副会長

林正章・吉川忠

書 記

市橋清太郞・岩本 敬子

会 計

金澤 典子

林 正章

安田期副会長！島田期に入会後、６年がたちました。改めて年数を数えましたが自分の中
では３、４年くらいの感じでした。特に思い入れがなく入会し、委員会活動、委員長もさせ
てもらいましたが、この1年は気持ちが引き締まってくる思いです。思えばかなり前から、安
田会長には「僕の次の会長やで！！」と言われ続け、そんな器じゃありませんよ！と切り返
してました。が＜刷り込み＞とは怖いもので、本番の「次の会長に」のときは親からの伝言
のように思わず首を縦に振ってしまいました（笑）ようやくクラブの中でも落ち着いたと思
えば副会長を拝命され、またまた「ソワソワする時代」が来ました。でも三役に入りワイズ
の中身を少しずつ理解するとソワソワよりも楽しく思え、皆さんが言われるように参加する
事が大事ですね。三役の中で決め事はキチンと決定しないとダメだし、全体で調整して良い
方向に進んでいく事も必要だし、、、今までは結構力技で進んできた自分にとっては全てが
勉強になります。善し悪しだけで意見を言っていた自分がありましたが、、、今思えばその方が結構楽かも！？です。
いろんなことを考えての発言は難しいし、考えればなかなかものが言えなくなるし、って言いながらわからない事は
諸先輩方に聞くし意見も言ってますが（笑）副会長として皆さんの前でも発言する事もありますが暖かく見守ってい
ただければ幸いです。この一年はできる限りクラブの行事、他クラブの行事に参加し、またYMCA事業にも参加できれ
ばと思っています。最強の三役！最強の各委員長！のもと新入会のメンバーの方々も巻き込みながら、安田会長を支
えて、５・１０年先のYMCA・ウエストクラブが良きものになるように努力したいと思います。この先一年、安田会長
のもといろいろ勉強して39期の会長にふさわしい自分になりたいと思いますので、皆様よろしくお願いします。
メンバー数

第一例会(役員会)

メ
ン
広義･功労
メネット
コメット
合 計
35名
ゲ ス ト
6月出席率9６､７％ ビ ジ タ ー
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ含む
7月出席率9６､７％ 合 計

会
員
広義･功労
特別ﾒﾈｯﾄ

31名
3名
1名

2３名
0名
２名
0名
0名
0名
25名

ニコニコ

第二例会(キックオフ)

メ
ン 2９名 前 月 累 計
広義･功労
0名 第 一 例 会
メ ネ ッ ト ３名 第 二 例 会
コ メ ッ ト ０名
ゲ ス ト ０名
ビジター
0名
合

計

３２名

累

計

ファンド

前月累計

11､000

ポテト
他食品

合計

東北支援募金

11､000

前月累計
7月
合 計

円
円
円
円
円
円
円

６月１８日（日）京都部第４回評議会
京都部ＥＭＣ事業主査

塚本勝巳

ら合流参加者:岩本･島田･林正章･中野･牧野･桂･佐治
･金澤PS:他クラブからは塚本主査をクラブ上げて応
援している姿勢がすごいと、噂されていました。

７月９日（日）サバエ開設ワーク
Ｙサ委員長
第４回京都部22期評議会が6月18日グランドプリン
スホテル京都で開催されました。今回はウエスト代
表ではなく、京都部として参加した事に、以前とは
少し景色が変わった様な気がしました。
議案は1号議案～6号議案まであり、議事は順調に
進行されて行ったと思います。やはり今回竹園期の
肝いり行事であるワイズデーの説明では、ＰＲ委員
長の思いが各会長に届いたのではないでしょうか！
私は、ＥＭＣ主査として参加させて頂きました。も
ちろんメンバーを増やす事も大切ですが、ドロップ
アウトをされない事も大切だと考えています、それ
にはまずクラブ例会の充実が一番！
今期一年間このメンバーで京都部を進めて行く事に
楽しみを感じた2時間でした！

７月３日（月）京都部ＥＭＣ懇談会
ＥＭＣ委員

澤田長利

EMC事業懇談会が７/3
三条YMCA出行われまし
た。各クラブから会長,
EMC委員長の出席で行わ
れましたウェストクラ
ブは安田会長、立山Ｅ
ＭＣ委員長代理として
委員の澤田が参加いたしました。元気な塚本EMC事業
主査の司会で始まり竹園京都部部長の挨拶、三科EMC
事業主任からはパワーポイントを使ってのEMC講義を
頂きましただきました。絶対会員数の重要性、青年
会員獲得が必要とのこと、各クラブが毎年一人一人
と拡大することにより新たなエクステンションを行
う、これによりワイズ活動の活性化を進めなければ
ならないとのことでした。また各クラブからの本年
度目標が掲げられ合計すると200名増員でなんと700
名になると会場から歓声がわきました。目標を定め
てやるべきことの大切さを共有しました。今期クラ
ブで新会員獲得した場合の獲得率賞が創設されまし
た。各クラブからは思考をこらしたEMC例会を行う、
との活発な意見が多く出ました。楽しく多彩な例会
作りが必要でかつドロップをできるだけ食い止める
ことが重要だと言われました。今期は塚本ＥＭＣ事
業 主査を選出 してい る
の でウェスト クラブ と
しては3名～5 名の新会
員 獲得に向け て頑張 っ
ていきましょう。
懇談会参加者:安田･ 澤
田 続く二次会懇親会か

福田英生

いよいよ安田期の発
進として、YMCAサバエ
開設ワークにメンバー
8人 の精鋭 部隊 が参加
して役割を果たして参
りました。安田会長、
市橋書記、中原、山本、山田、胡内、福田メネット
そして私Yサ委員長がウエストを代表して奉仕活動出
来たことに喜びを感じています。誰よりも真っ先に
到着して担当の中村さんと現場で初対面となり活動
内容を聞きました。ワークの内容はまずめいぷるク
ラブさんと協力して、ゲート作りとポール立てをベ
テラン勢がテキパキとこなし、何とAM10時までに成
し遂げることが出来ました。ウエストのメインワー
クはキャビン清掃でして、優秀な山本さん、市橋さ
ん、福田メネットが中心になって他のメンバーもしっ
かりサポートしてぱっぱと片づけてくれました。我々
の担当リーダーのれもんチャンの指示もあって、リ
ス・キャビン内の棚の上にある備品をすべて浜まで
運ぶというこれもめいぷるさんとの共同作業となり
ボートや水上バイクと共に手順よくテキパキと私が
先導に立たせても
らってでかい声を
自然に張り上げて
いました。終わっ
たのは予定より30
分早いPM1時半でし
た。ご参加された
皆様、大変お疲れ
さまでした。

７月１３日（木）第一例会兼オープン役員会
副会長 吉川

忠

安田会長期の始まりのオープン役員会が、三条YMC
Aにて行われました。私にとっては、三役という、大
役として迎える初めての会でして、今まで三役の方
達を見ている側に、座っていたのに、見られる側に、
座らせて頂きとてもとても、緊張しました。ファン
ド委員会の、報告では、皆様の温かい協力で瞬く間
に完売し、結束力の強さを感じ、また台北DTクラブ
とIBCトライアングルの検討については、どんどん意
見が出て熱い討論会になり、必死で話についていこ
うとかなり、真剣になりました。 最後に、副会長か
ら、と言われだれのことか、わからず動揺して全く
喋れませんでした。 あらためて、皆様のお話のうま
さに感動し尊敬しました。会が終わると、二次会で
は、皆様楽しそうに笑顔で最高にたのしかったです。

ルルームで行われ
ていたと記憶しま
地域奉仕･環境事業委員長 加藤 秀行
す。安田会長の青
春時代の想い出が
CSの役員懇談懇親会が7月14日にホテルモントレ
いっぱい詰まった
京都で開催されました。ウエストからは安田会長と
招きソング（高中
加藤の2名で参加しました。18クラブの参加でした。
開会挨拶は竹園京都部部長で始まり千賀京都部CS主 正義：Ready to fly）が流れる中、藤居ワイズの手
査よりCS事業についての説明があり事業主題、方針、 慣れた司会により例会が始まりました。開会点鐘、
計画、西日本区大会の表彰基準の事項でした。それ ワイズソング斉唱のあと遠慮気味の会長挨拶が安田
から乾杯に移り吉田西日本区CS主任の音頭で乾杯と 会長らしく、そして少し遠慮してほしいと思わせる
なり懇親会が始まりました。隣には北京都フロンティ いつもながらの森田ワイズの食膳の百言（？）が大
アクラブの会長とCS委員長が参加されていましたの 変ウエストクラブらしく感じます。食事のあとは会
で７月30日のちゃった祭りの件をアピールされまし 長・三役・事業委員長そして京都部主査・委員さん
たがウエストからは何名か参加する予定ですと伝え の所信表明です。さすがに皆さんお話と時間配分が
ておきました。途中でCS資金援助申請書の説明があ 大変お上手でもっとお話しをお聞きしたかったので
りましたが過去に資金援助がされた事業には適用さ すが進行上お話の途中でお時間を切ってしまい申し
れない旨の説明があり舞鶴街頭募金は援助申請はで 訳ありませんでした。この続きはおそらくこの後ま
きないことが判明しました。食事の後半に各クラブ わってくるであろうブリテンの方でまたHPのブログ
のCS事業紹介がありウエストは会長が概要として西 の方で存分にお願い
山竹林ワーク、平安徳議会、みやこ作業所の行事を したいと思います。
説明してもらい補足として私が竹林の現状を説明を １年間、ウエスト機
しました。他クラブも児童養護施設の援護が主体の の操縦を安田機長ど
ようです。盛会の懇親会でしたが午後９時30分にお うぞよろしくお願い
いたします。
開きとなりました。

７月１４日（金）地域奉仕･環境事業役員懇談会

７月２２日（土）ウイングクラブ納涼例会
会計

金澤 典子

ウィン グク ラブ 納涼
例 が「チ ャン バー ズ」
に て開催 され まし た。
各 クラブ より 多数 参加
さ れてい まし た。 まず
はマグロの解体ショー？？
皆さんかぶりつき写真撮影です。その後食事歓談の
あとクラブ対抗カラオケ大会。点数を競います。ウ
エストからは林副会長、結果は残念ながら入賞なら
ず。お次は相撲の○×クイズ、私は立ってた場所が
たまたま正解？でトゥービー岡本メネットとともに
三位入賞。景品を頂きました。最後はディスコ音楽
で盛り上がり皆さんと
ダンスダンス！！二次
会にも参加し、締めに
居酒屋に行きおおいに
楽しんで来ました。参
加者：角谷・林(正)・
河合・中野・金澤５名。

７月２７日（木）キックオフ例会
ドライバー委員長 島田 博司
いよいよ第３８期安田会長期のキックオフ例会、
takeoffです。私の会長期もそうだったのですが、
ここ数年キックオフ例会の会場は神聖なるブライダ

７月３０日（日）みなと舞鶴ちゃった祭り納涼例会
外部書記 岩本敬子
河合ワイズ運転にて桂、牧野、岩本4人で御池を15
時に出発し約2時間で本日宿泊する東舞鶴駅前ホテ
ルアルスタインに到着しました。北京都フロンティ
アクラブの納涼例会集合が18時となっていたので17
時半過ぎに舞鶴YMCA国際福祉専門学校に到着、５階
会場に行くと、もうすでに集まっているゲストさん
方がビールを飲み食事（ほたて、ハタハタ、サザエ、
焼きそば、すし等）もしておりメンバーからも勧め
られるまま、まずは生ビールを頂きました。納涼例
会的の事は18時35分に塩見会長の開会点鐘と挨拶が
あり子供向けにはビンゴゲームを企画し、かき氷も
用意しあきさせない例会づくりでした。そして19時
30分より屋上より花火を1時間ほど堪能させていた
だきました。下を見ると屋台が並び、多くの住民が
シートを敷き座っているのが見えます。その中私た
ち は 屋 上 でほど良い風が吹き暑さも感じずゆった
りと見学出来たわけです。参加者はメンバーのゲス
ト、京都の他ｸﾗﾌﾞ（ゼロ・
グローバル、トップス、トゥ
-ビー、めいぷる、ウエスト、
大阪泉北、土佐堀）総勢約9
0名超の例会でした。毎年ちゃっ
た祭りは開催されますので、
是非見に行かれることをお
薦めします。

７月13日役員会議事録

〔報告事項〕

司会 市橋書記
議事録制作者：加藤地･環委員長

１、6/18京都部評議会報告
次期西日本区大会は京都開催。
ホストにトゥービークラブが挙手
２、6/24引継ぎ例会報告 安田会長に引き継ぎが無事終了。
３、7/3京都部EMC事業懇談会報告 会員獲得に各クラブは趣向
を凝らしている。獲得率賞を新設
４，7/9サバエキャンプ場開設ワークの件 ゲート及びポール建
て、キャビンの清掃等のワーク８名参加
５、7/27キックオフ例会について ロイヤルホテル19時より開会
三役、事業委員長の所信表明を予定
６、8/12～13東京ひがし水掛祭りについて（ウエスト参加者15
名予定）富岡八幡宮の例大祭、3年に1回神輿が練り歩く
７、8/10第一例会（役員会・総会）角谷期事業報告・会計報告に
ついて 角谷直前会長より報告される。
８、8/19竹林ワーク 流しそうめん 西山の竹林にて開催。
ウエストメンバー9時集合。平安徳義会､大阪西クラブ参加予定
９、8/24第二例会（納涼例会）焼肉弘木屋町店で開催．
例会後2次会を予定。
10、竹林賃借契約の更新について安田会長が7月11日に契約更新。
11、クラブ会費納入の件 様々な納入方法がありますが遅れのな
いように
12、茂山ワイズ・大西ワイズ 広義会員更新承認と半年報提出
報告 前期に承認済、半年報7月4日済
13、ワイズ名刺作成のお願い
ワイズの名刺がない方がいるので名刺作成先の紹介。
⒕、各事業委員会報告
Ｙサより8/26～27のカレー合宿参加の案内。福田メネット
よりメネットアワーの案内を流してほしいと依頼される。

〔協議事項〕

1、8/24第二例会（納涼例会）の登録費について →議案へ
２、IBCトライアングルの検討について
→引き続き慎重に検討すべき。

〔他クラブ関係〕

1、北京都フロンティアクラブ 舞鶴ちゃった祭りについて
７月30日舞鶴ＹＡＣＡで18時より開催
2、8/26トゥービークラブ周年例会登録について（8/10締め切り)
ＡＮＡクラウンにて参加5名予定
3、他部部会情報 ウイングクラブ7月22日の納涼例会

ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ
１．九州北部豪雨緊急支援募金受付
京都ＹＭＣＡは全国のＹＭＣＡと協力し、日本ＹＭＣＡ同盟
を通じた支援のため、以下の通り緊急支援募金を行います。
受付：７月１４日（金）～９月３０日（土）募金方法： 京
都ＹＭＣＡの各階窓口に直接お持ちいただくか郵便振替によ
るご送金 ≪郵便振替≫ ０１０５０－７－１９１３２
加入者名： 京都ＹＭＣＡ 奉仕活動基金
※通信欄に「九州北部支援」お問合せ：京都ＹＭＣＡ
ＴＥＬ：075-231-4388担当：上野
２．みんなでやってみよう！わしにもできる てびき体験
視覚障がいのある人をサポートするための方法を楽しく体験
してもらい理解や関心を高めてもらう講習会です。多くの子
どもたちに参加してもらえるよう夏休み期間中に開催します。
事前申込不要・参加費無料です。ぜひご参加ください。日時：
８月６日（日）午後２時～４時 場所：ゼスト御池 河原町広
場対象：小学生～大人／参加費：無料（事前申込不要）京都
ＹＭＣＡ担当：上野
３.２０１８年度開設保育所 職員募集
2018年度開設に向けて準備を進めている保育所の職員（保育
士、栄養士、調理員）を募集しております。京都ＹＭＣＡホー
ムページ（http://www.kyotoymca.or.jp/）の募集要項をご覧
いただき、お知り合いの方などにぜひお声掛けをお願いいた
します。◎採用説明会 日時：８月１２日（土）午後２時～
３時 会場：京都YM京都ＹＭＣＡ 本部総務
（担当：加藤、浅井）

〔YMCA関係】

１、6/23 YMCA会員協議会の報告 YMCAロゴマークの発表、
保育所の開設等の案内
２、京都YMCA学園祭中止の件
耐震工事のため中止。
３、「てびき体験(視覚障害者のサポート)」のお知らせ
8月6日ゼスト御池にて14時～盲導犬がきて手引き体験の案内
（お子様の参加歓迎）

【京都部関係】

１、7/31交流・国際事業懇談会のお知らせ
YMCAにて19時より開催。20時30分より懇親会
２、9/10京都部部会（15時～ 会費：10,000円）、メネットアワー
(ウエスティン都)について 6月30日締め切り。現在24名登録。
3、京都部EMC事業主査の活動報告
7/7日の役員会でワイズデー、ＹＭＣＡ保育員の募集の報告
4、西日本区大会のホストクラブ募集のお知らせ 立候補しない。
5.国際会長の主題・スローガンの訂正について
ウエストブリテン8月号で訂正済。

〔議案〕

議案１、8月納涼例会の会費について
①ゲスト会費（広義会員含む） 7,500円
②平安徳義会様
4,000円
③メネット会費
6,000円
④メンバー追加負担
3,000円
（アルコール付き例会通常追加負担の2,500円を含む)

安平ファンド委員長の美味いもんファンド次回予告
皆様！安田会長期第一弾スイカファンド、第二弾棒鮨
ファンドに絶大なるご協力を頂きありがとうございまし
た。皆様のお力添えを頂きながら今期も皆様に喜んで頂
けるようなファンド商品を毎月、提案させて頂きたいと
思っております。
さて第３弾８月のファンド提案商品は市橋ワイズご推薦！
インターネット販売や店頭販売一切無し！
口コミのみの販売でリピーター確実高級味付け海苔です。
美味しさは保証付、他の味付け海苔とは全然違います。
限定30セット 100枚入り 1,500円
（通常の海苔より長さが長いので実質は200枚）
このクオリティは満足頂けるはず。。。
詳細はファンド委員会よりＭＬにてお知らせします
皆様！よろしくです！

２０１７年８月スケジュール
３日

木

三役会

19:30

京都YMCA

１０日

木

第一例会
（ｵｰﾌﾟﾝ役員会）

19:30

京都YMCA

12･13

土日

深川水かけ祭り

後報

東京ひがし
クラブ

19日

土

竹林ワーク
流しそうめん

9:00

西山竹林

２４日

土

納涼例会

19:00

２７日

日

リトセンワーク

8:30

焼肉 弘
リトセン

２０１７年９月スケジュール
7日

木

三役会

19:30

京都YMCA

10日

日

京都部部会

後報

ウエスティン都

１４日

木

２８日

木

第一例会

（ｵｰﾌﾟﾝ役員会）

メネット例会

19:00
19:00

京都YMCA
京都ロイヤルH

Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ
胡内大輔（8/10）福田英生（8/15）
市橋ちさ (8/7) 大西洋 (8/15) 加藤晶実 (8/26)
編集後記 山田麻紀夫
新期が始まり、私自身も委員長という今まで経験のない役職
に就かせて頂いての初稿となります。皆さま、ご協力有難うご
ざいました。新しいジャンルの記事を中原ワイズに相談しなが
ら考えていこうと思いますのでよろしくお願いいたします

