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京都ＹＭＣＡ本館
〒6 0 4 中京区三条柳馬場角
TEL(0 7 5 )2 3 1 - 4 3 8 8

「強い義務感を持とう！義務は全ての権利に伴う」
標

西日本区強調月間

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）

国際組織の一員であることを再認識し、BF/FFの
目標を理解しましょう。

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 ！”

国際・交流事業主任（京都クラブ）
今月の聖句

互いに忍び合い、責めるべきことがあっても、赦し合いなさい。
主があなたがたを赦してくださったように、あなたがたも
同じようにしなさい。

R ead y to fly

第３８代
会長主題

金澤市郎

一歩前進と調和 皆さんと共に

コロサイの信徒への手紙

第３章１３節

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

今思うこと

書記

岩本敬子

「暑さ寒さも彼岸まで」とは、昔から伝えられていますが、本当に秋らしくなりました。
宣伝言葉ではないけれど、日本に四季があってよかった。とつくづく思います。
昔、私が若い時、義母が「子供叱るな来た道だもの、年寄笑うな行く道だもの」と、私
に言いきかせてくれました。子育てや、年上への配慮の無さを伝えてくれたのです。
しかし、その当時は、目まぐるしい時間の中で過ごしていたこともあり、分からなかっ
た自分を振り返ります。日々の積重ねの中で、聞いたり、見たりして学び、ある程度の年
齢にならないと何事も見えないと感じます。年を取ることも素晴らしいとも感じます。
さて、ウエストの歴史は38年目を迎えております。諸先輩方がおられたから今がありま
す。思い返せば２２年前入会した頃は、例会案内等もFAXで流し、返信して時間がかかり
ました。時代とともに変化し、現在ではメーリングリストで一瞬に全員に届きます。20世紀と21世紀を生きて
いる私たちは、すごい時代にいるのだと、感じるのです。
私は、ワイズに在籍しているから、この時代にギリギリついていけるのだと思います。メンバーは、それぞ
れ個性の違いを認め合って、助け合う心を持ち合わせています。デジタルが苦手な私は、助けてもらうばかり
です。本当にありがとうございます。今期、安田会長の三役に入り、しっかりしたい気持ちはありますが、抜
けることも起きそうなほど情報が届きます。例会に出席することは第一ですが、メーキャップをすることで、
他クラブ例会参加もお薦めします。是非京都500名のメンバーと、交流し多くの出会いと見聞を広め、楽しみま
しょう。外部書記として、情報発信いたしますので、よろしくお願い致します。
メンバー数

会
員
広義･功労
特別ﾒﾈｯﾄ
合 計

31名
3名
1名
35名

８月出席率96.7％
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ含む
９月出席率100％

第一例会(役員会)

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
2名
0名
0名
0名
2５名

第二例会(ﾒﾈｯﾄ例会)

ニコニコ

メ
ン 23名 前月累計 12,000円
0名 第一例会
広義･功労
0円
5名 第二例会 11,000円
メネット
コ メ ッ ト ２名
ゲ ス ト ２名 累 計 33,000円
ビ ジ タ ー １名
合

計

３３名

ファンド

前月累計
ポテト
他食品

合計

67,826円
円
円
67,826円

東北支援募金

前月累計
8月
合 計

円
円
円

報も多く知ること

９月５日（火） 熊本にしクラブ
メネット例会参加レポート

もでき、今までに

書記 市橋清太郎

ないいい企画だっ
たと思えました。

熊本出張にう

第３部は懇親会途

まいこと日程を

中から懐かしいビッ

合わせて、DBCク

グバンドアドニス

ラブである熊本

さんの演奏を聴きながらの大宴会でした。竹園部長の思惑通り

にしさんの例会

クラブの垣根を超えた交流ができた部会でした。

に出席してきま
した。他部の通

９月１４日（木）役員会報告
桂 厚子

常例会に参加す
るのは初めての

ＹＭＣＡにて役員全員参加、合わせて

経験です。熊本にしクラブにはDBCペンタゴン交流会の他にも

25名の出席にて、報告事項、協議事項

ご一緒する事が多く、呑み友達もいるのでむしろ二次会以降が

も多く三役会へお願いすることも多かっ

目当てやったりしますが…。さて、メネット例会である事は会

た。8月の行事はブリテンにて既に報

場に到着してから知り、多くのメネットさん

告がされているので省略。安田会長挨

と我がクラブではあまりないことですが、小

拶ででは、京都部会でのバナーセレモ

さいコメットを多数連れてこられていて、に

ニーは、メンバーの掛け声も嬉しく晴

ぎやかな雰囲気でした。九州部部長の公式訪

れがましい気持ちだったとコメントを

問例会でもあり、部長のスピーチ、ママの就

貰った。評議会報告でトゥービークラブの西日本区大会ホスト

労支援事業をされている塚本氏(ご自身もマ

を承認。安平委員長から、ポテトファンドの数が減ってきてい

マ)の卓話、先日のアジア大会ユースコンボー

る今年の状態に危惧して、自家消費のみならず

売って貰いた

ケイションに参加された木本コメットの報告会と盛り沢山の内

いと要請された。新しいメンバーに、確かに他のファンドとは

容で、時間も押しまくりでしたが、余裕の進行でした(汗！)例

違う大切な意義のあるポテトファンドの理解をしてもらう機会

会後は居酒屋、バー、カラオケ、ラーメンと最後は3名になる

がいる。十勝クラブとのかかわり合いも理解が得られる筈であ

までお付き合い頂き、熊本出張を満喫してまいりました！ワイ

る。9/28メネット例会。10/26部長公式訪問。10/14ワイズデー

ズメンでよかった〜と思う一日でした。

に徳義会の子供達も招待する。3/25チャリテイダンスパーテイ

９月１０日(日) 京都部部会流
ウエスティン都 ブリテン広報委員

はチャリテイゴルフと同日なので日程の再検討となった。ウエ
中原一晃

ストユニフォームもＴシャツスカーフタイと意見は出たが三役
で練り直し。ワイズ名刺は林（正）ワイズに作成して貰える。

の部長標語の元、ウエスティン都ホテ

ＹＭＣＡは4月から保育園事業が始まる。工事中は商工会議所

ル京都に集まった京都部、東西日本区、ハワイのワイズメン４

の会議室を使う。塚本ＥＭＣ主査の各クラブ訪問、舞鶴フロン

５０名が集い、第22回京都部部会が催されました。冒頭バナー

テイアクラブの入会式出席など報告を受けた。ウエストメンバー

セレモニーでは、各会長は手前の入り口から会場を真っ直ぐ歩

としては頼もしく、協力をしていきたい。

All Hands on Deck !

き壇上でアピール。部長挨拶、

協議事項として、「ロイヤルホテル&スパ」が2月閉鎖で次の

理事祝辞と式典は進み、２部

会場を模索中。今その近くの「ロイヤルパークホテルザ京都」

は初めての試みである、自宅・

が有力との事。途中でのホテル探しは本当に困難だ。いろんな

職場の近くにおられるメンバー

要素が絡み合うので、私達は兎にも角にもどういう結論でも賛

との懇親。地域ごとにテーブ

同したいし協力して行きたい。

ルに着席し地域の地図を見な

4/15のたけのこ堀イベントと1泊例会同時開催はどうか？と

がら、京都に大地震が起こった想定でその地域での防災につい

いう提案が出て、三役で協議。熊本西クラブも大阪にしクラブ

て考えるワークショプが行われました。こんなに近くに他クラ

も参加希望者が多いそうだ。

ブのメンバーがおられたことも驚きで、地元なのに知らない情

９月１６日(土) 阪和部部会に参加して
交流委員
森田恵三
去る９月１６日１２時半からホテルバリータワー天王寺に
おいて、第２９回阪和部会「新しい友を！そして今ある友を大
切に！」のテ－マの下に開かれました。この１０年ばかりは、
西日本区の中枢とは無縁であった私が、ワイズ将来構想特別委
員長を引き受けて何かと忙しくなる中、９部会に出席して各部
の現状を身近に感じたいとの思いからの最初の部会参加でした。

部会の出席者
数は公表１３３

を誘っての幕開けでし
た。

名のうち部内か

第２部にお聞きした

らは７１名、あ

山田真知子さん講演

と約半数は区役

「平和の使者『青い目

員と他部からの

の人形』」～９０歳を

参加でした。日

迎えた人形を訪ねて～」

本区分割から２

の心打つお話をぜひ紹

０年、会員減少数７１名、平均年齢も６５．６という部の衰退

介したいと思います。

を垣間見て、これよりひどい部があることを知る私には、改め

昭和２年（１９０２年）次第に悪化する日米関係を改善しよ

て将来構想に掲げる「ワイズ起こし」」の難しさと、さらなる

うと宣教師シドニー・ギューリックさんの呼びかけで、全米か

努力の必要を痛感した次第でした。

部会は式典後の懇親会で

ら集まった１２７３９体もの「青い目の人形たち」がひな祭り

は「みんなで歌おう」と「みんなで語ろう」の二つのプログラ

に合わせて日本全国の幼稚園や小学校に贈られたのです。その

ムがありましたが、会場使用の時間制限で大変気ぜわしい感じ

年のクリスマスには、日本から５８体の振袖人形が『答礼人形』

で終わった次第でした。（写真は大野勉理事Facebockより借用）

としてアメリカ各州に贈られました。どちらも民間人が両国の

９月１８日(月) 中部部会＆
金沢クラブ創立70周念記念例会
交流委員

草野功一

友好と親善を願って友情の印として心を込めて交換した人形た
ちです。でも、その後、太平洋戦争が起こり、青い目の人形た
ちは過酷な運命をたど
ります。敵国のスパイ

金沢クラブ

と呼ばれ、日本中の多

の６０周年当

くの人形たちが槍で突

時には私が金

かれ、捨てられ、焼却

沢クラブの会

処分されてしまったの

長であり、現

です。

在の中部部長

しかし、大切な人形を思い、必死で守り抜いた各地の人たち

が金沢クラブ

のおかげで、現在３６０体余りの人形たちが残り、兵庫県にも

の山内ミハル・メンであること等で、早くから楽しみにしてい

１１体が残っているとのことで訪ねて取材し、戦禍を潜り抜け

た標記部会と記念式典に馳せ参じた。折しも大型の台風１８号

た今年９０歳を迎えるあどけない人形たちが、我々に伝えるも

の近畿・北陸地方通過前後の間隙をぬって、森田恵三ワイズは

のを考えたいと語られました。講師の巧みな話し方に私は思わ

前日の前夜祭から、私は当日午後の部会・式典から、いずれも

ず身を乗り出して戦前戦中戦後を通した戦争秘話に聞きほれ、

無事参加となった。

心が和むひと時を持ったのでした。懇親会では、おなじみのバッ

中部部会では、部長挨拶、区理事・市長・Ｙ理事長祝辞等と

クウッズマウンテニアーズの生演奏を聴きながら、京都部から

若手加賀友禅作家による記念講演の合間に、ワイズ将来構想特

の若手メンバーとともに楽しく過ごしました。

別委員会委員長としての森田ワイズによる「『ワイズ起こし』

（写真は大野勉理事Facebockより借用）

は中部から！」のスピーチが行われた。森田委員長は、限られ
た時間内に、中部と京滋部への分割による「北西部さよなら部
会（昭和58年８月、金沢開催）」における初代京滋部長として

９月２４日(日)
六甲部部会報告

交流委員

河合久美子

のエピソードも交えながら、手際よく中部部会メンバーの奮起

９月24日（日）神戸三

を促すエールを送られた。懇親会では、山内部長教え子の著名

宮で行われた六甲部部会

な女性横笛演奏家の公演や大野西日本区理事のパーフォーマン

に森田ワイズと出席しま

ス等により、金沢クラブのメン・メネと旧交を温めあった私を

した。神戸YMCAは建て替

含め約100名の参加者が和気あいあいと交流を図った。翌19日、

えが完成、部会式典が行

私は、かつての公務職場における後輩をアッシーとして、成巽

われた同会館の真新しい

閣・天徳院巡り、銘酒での新鮮寿司づくしと、ひと時の加賀百

チャペルはステンドグラスが綺麗な明るく清々しい空間でした。

万石生活を満喫しての帰京と相成った。

バナーセレモニーの後、理事・部長に加え、

（写真は荒川恭次ワイズFacebockより借用）

区主任・部主査からのお話と各クラブ会長に

９月２３日(土)
中西部での心打つ戦争秘話
交流委員
森田恵三

よる活動報告が行われ、各々の方針や活動の
様子をよく知ることができました。部内メン
バーが一堂に会する貴重な機会が部会であるので、京都部部会
にもこのような要素が少しあっても良いのかも？とも感じまし

９月２３日にホテルグランビア大阪にて開かれた中西部部会

た。懇親会はホテル北野プラザ六甲荘にて行われ、歩いて移動、

の出席会員数は１３４名で約半数が部外からという状況。式典

声楽家によるミニコンサートを堪能した後、乾杯し参加者の皆

のバナーセレモニーでは二人が手ぶらで登壇、場内からの笑い

さんと交流のひと時を楽しみました。

９月１４日役員会・総会議事録
司会 吉川忠副会長
議事録制作者：島田Dr委員長

＜報告事項＞
1.8/12～13東京ひがし水掛祭り報告 ウエスト14名 東京東18
名で交流会 翌日本祭りに参加 お礼の品を送ること検討中
2.8/19竹林ワーク 流しそうめんの報告 メンバー13名 徳義会8
名 他計26名参加 今後の竹林ワークについて検討
3.8/24納涼例会の報告 焼肉弘 納涼床にてゲスト16名 総勢48名
参加 二次会カラオケ共大いに盛り上がった
4.8/26トゥービークラブ周年例会の報告 ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙにてメン
バー10名参加 40周年に向け参考になった記念例会でした。
5.8/27リトセンワークの報告 8時より17名参加 おもてなしカレー
担当（カレーうどん＆味玉子）大変好評でした
6.9/5熊本にしクラブ例会訪問の報告 市橋書記訪問 メネット例
会・部長公式訪問・報告会等盛りだくさんな例会であった。
7.9/10京都部部会、評議会報告 評議会では4議案承認 部会では
居住地域に分かれ防災に関した新たな試みであった。
8.ポテトファンドについて 10月21日8時より丸進運輸さんにて
ポテト個数注文完了 個数減が今後の課題である
9.9/28メネット例会について 多くのメネットさんに参加しても
らいたいと会長より趣旨説明 多数の参加を期待したい
10.10/26部長公式訪問例会について 案内をクラブ三役より
ドレスコードは正装 お土産げについて委員会にて検討する。
11.ワイズデーについて 10月4日 市内での街頭募金のあと京都
サンガの試合観戦 ハーフタイムにアピールタイム
12.11月EMC例会について 9月21日に講演者事務所にて打ち
合わせ予定 参加者100名目指して動員協力願いたい。
13.2018年3月25日チャリティーダンスパーティー開催の件
京都部行事とかさなり日程及び会場再検討
14.台北DTクラブとIBCトライアングルの検討について
諸事情の件、問題が11月初旬にクリアーになってからお知らせ
しますとのこと
15.立山コメットの結婚お祝いについて ご子息が来年の4月7日に
ご結婚されると立山ワイズよりご報告 おめでとうございます.
16.ワイズ名刺作成の件 林デザイナーよりサンプルプレゼン
三役にて決定し今後名刺作成の運びとなる模様
17.ウエストユニフォームの進捗報告
ユニフォーム制作の趣旨を明確にし、林デザイナーに再度検討
していただくこと確認
18.各事業委員会報告
＜協議事項＞
1.京都ロイヤルホテル&スパの2月閉鎖に伴う例会場の変更の件
会長より自クラブ例会会場の閉鎖について説明 三役にて新しい
会場を引き続き検討
2.2018年4月15日 竹林たけのこ堀イベントについて DBC交流
会を兼ねたイベントにするのかを含め今後の検討課題である
＜他クラブ関係＞
1.他部部会情報 岩本書記より他クラブの日程説明及び今現在の
参加者の報告があった
2.他クラブ記念例会情報
岩本書記より今期の記念例会について情報説明があった。
3.ウェルクラブ主催チャリティーゴルフ大会
11月5日開催予定 ウエストより4名参加予定
＜YMCA関係＞
1.9/30、10/1 エイズ文化フォーラム 岩本書記より説明。
2.11/19 リトセンオータムフェスタ実行委員選出の件要再検討
3.その他連絡事項 三条YMCA改修工事に関して9/20・30備品の
運びだし、10/1より館内立ち入り禁止
＜京都部関係＞
1.京都部EMC事業主査の活動報告
塚本EMC主査より9月の活動報告及び予定の報
告があった
3.PR委員会の報告 (次回は9/15開催)
＜役員会議案＞
議案1：第二例会場(通常例会)である京都ロイヤ
ルホテル＆スパの2018年2月閉鎖に伴い、例会
場を変更する。変更先の選定については
三役に一任する : 承認
以上

ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ
１．三条本館 耐震補強・改修工事開始
すでにご案内させていただいている通り、１０月２日より、京都
ＹＭＣＡ三条本館の耐震補強・改修工事が始まります。 皆様には
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力のほどよろしく
お願い申しあげます。
【本部事務局 仮事務所】
場所：京王京都三条ビル３階
（京都市中京区堺町三条通東入ル桝屋町７５）
京都ＹＭＣＡ三条本館正面出口を出て、左斜め向かいのビルです。
※ワイズメンズクラブへの連絡トレーは、仮事務所に設置。
※仮事務所開館時間： （平日）午前９時～午後６時
（土曜）午前９時～午後５時
期間：１０月～１２月末。
代表番号（ＴＥＬ）０７５－２３１－４３８８
（ＦＡＸ）０７５－２５１－０９７０
２．三条保育園 入園希望者説明会
２０１８年度開園の「ＹＭＣＡ三条保育園」
会を実施します。
場所；京都ＹＭＣＡ三条本館 マナホール
①10月13日（金）午後７時～
②10月21日（土）午後６時～

入園希望者説明

３.国際協力街頭募金

京都ＹＭＣＡでは毎年秋、平和に生き生きと暮らせる社会を
つくるために国際協力街頭募金を行なっています。
今年は10月29日(日）に市内数か所で行います。

２０１７年１０月スケジュール
５日

木

三役会

19:30 ロッパクヤカド

12日

木

第一例会
（ｵｰﾌﾟﾝ役員会）

19:00 京都商工会議所

14日

土

ワイズデ－

後報

21日

土

ポテト配達

8:00

26日

木

第二例会
（部長公式訪問）

19:00

西京極
丸進運輸
京都ロイヤルH

２０１７年１１月スケジュール
２日

木

三役会

9日

日

11日

土

竹林ワーク

16日

木

EMC例会

19:00

19日

日

オータムフェスタ

9:00

リトセン

19日

日

みやこふれあい祭

後報

西院中学

第一例会

（ｵｰﾌﾟﾝ役員会）

19:30

後 報

19:00 京都商工会議所
8:00

西山竹林
京都ロイヤルH

Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ
鈴木けい子（10/6)･奥田英詔（10/15）･立山 益子(10/10)
林 宏美（10/17）･塚本 由美（10/30）

Ｈａｐｐｙ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ
加藤 秀行・晶実(10/10) 林 茂・宏美（10/20）
編集後記 本年度ブリテン委員会は毎月交代で制作していま

す。今月はわたくしの番です。久しぶりにブリテン作成、慣れ
ていたはずの「編集長」なかなか苦戦でした。思いのほか記事
を多くいただき、本文は文字サイズがいつもより１サイズ小さ
い文字となりました。見ずらくなってすみません。メネット例
会雄原稿は来月号に掲載とさせていただきます。来月も原稿よ
ろしくお願いします。
ブリテン委員 中原一晃

