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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 ！”

標 語

第３８代

会長主題

Ready to fly

一歩前進と調和 皆さんと共に

Club Office
京都ＹＭＣＡ本館

〒604 中京区三条柳馬場角
TEL(075)231-4388

今月の聖句

わたしたち強い者は、強くない者の弱さを担うべきであり、
自分の満足を求めるべきではありません。

ローマの信徒への手紙 第１５章１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

合 計

第一例会(役員会)

合 計 合 計

ニコニコ

累 計 45,000円

ファンド

22名
0名
2名
0名
0名
0名

29名
0名
2名
0名
1名
3名

前月累計 33,000円
第一例会 0円
第二例会 12,000円

会 員
広義･功労
特別ﾒﾈｯ ﾄ

9月出席率93.3％
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ含む

10月出席率96.7％ 24名 35名

31名
3名
1名

35名

メンバー数

メ ン
広義･功労
メ ネ ッ ト
コ メ ッ ト
ゲ ス ト
ビ ジ タ ー

前月累計
ポテト
他食品
合計

67,826円
円
円

67,826円

前月累計
10月
合 計

円
円
円

東北支援募金

第二例会(部長公式訪問)
メ ン
広義･功労
メ ネ ッ ト
コ メ ッ ト
ゲ ス ト
ビ ジ タ ー

Public Relations Wellness
ワイズデーをPRして、ワイズメンズクラブの社会的

認知度を高めましょう。そしてEMCやクラブの活性に
繋げましょう！

伊藤剛 広報・情報委員長（京都クラブ）

西日本区強調月間

PR委員会って？ 京都部 PR委員 中原 一晃

西日本区の広報主任が廃止されることに発し､2012年から準備し京都部にPR委員会が設置

された。京都部常置委員会の位置付けで各クラブが発展し活動しやすくすることを目的に

ワイズの活動等を広く内外に広報することに努め､社会におけるワイズメンズクラブに対す

る理解と共感を得ながら認知度・好感度を高めることを目指しています｡京都部の必要な諸

資料や内外に情報を提供するウェブサイト､部内のＩＴ化に協力することも目的としていま

す｡PR委員会の構成員は専任担当委員とクラブ情報委員があり､専任担当の私は京都部ホー

ムページのカレンダーと､役員会議事録作製を主に担当しています｡PR委員会では京都部ホー

ムページの運営費用を捻出し､京都部内のメンバーの交流も兼ね備えるメンバーページを作っ

ております。各メンバーがどんな仕事をされているのか､反対に各会社からこんなボランティ

アをしていますとワイズのページに飛んでくるそんなリンクページを作っています｡現時点で京都部500名のメ

ンバーを保有しているにもかかわらず48社の協賛となっております｡年間￥1000です｡一人でも多くのメンバー

のご参加をお願いします。ワイズに入会しブリテン､広報委員会､主査･主任と多くの時間「広報」に関すること

に携わらせていただいてきました｡元広報の 終目的はEMC､メンバー増強です｡クラブの全ての事業､行いを世間

に広め共感を頂く､しっかりした例会を､しっかりした役員会を行う､メンバーみんなが同じ方向を向かないとい

い例会は出来ません｡参加された方が行って良かった､参加して勉強になったと気持ちが切り替えられる例会が

出来るように「広報(PR)」は動かなければと思います｡リーフレット配布なでコツコツと地道な広報とSNSなど

の瞬時に広める広報の両刀使いで京都部全体のEMCにつなげてゆきたいと思います｡



9月28日(木)､メネット例会で司会は福田メネット

です｡安田会長の開会点鐘・会長のご挨拶・委員会報

告の後､森田メネットが今期のメネット事業について

話されました。恵まれない家庭環境の中で､親から子

へ負の連鎖してしまう残念な事象を､今期はメンとと

もに支援していく方針とのことでした｡食事のあとは､

安田メネットご紹介の岩崎先生「ストレス解消法と

素肌美を30％up魅せる力」の時間です｡女性はお肌に

小さなトラブルがあるだけでもストレスですし､それ

がホルモンのバランスが影響しているとわかってい

ても解決法がわからないですよね｡岩崎先生のお話で

改善法をお聞きし嬉しくなりました｡「お肌のお手入

れも継続は力なり」また「お肌はシンプルに手入れ

すると強くなる」とおっしゃっていました｡今日で1

週間ベネット法マッサージを続けています｡1年後が

楽しみです(笑)女性向きの楽しい例会でした｡ありが

とうございました｡

「レッドリボン大作戦」第7回ＡＩＤＳ文化フォー

ラムin京都にサポートスタッフとして参加してきま

した。9月30日(土)午前中に会場準備をし午後13時か

ら全大会､午後15時からプログラムが8講座､17時から

8講座､19時からネットワークパーティがありました｡

私が参加してきました10月1日(日)も午前中10時から

8講座､午後13時から10講座行われました､講座は出入

り自由で行われ､様々なテーマで講師の方にお越しい

ただいて行われました｡お昼休みにはトークショウ＆

ミニライブがあり､15時からは全大会としてゲストに

はるな愛様､司会に谷口キヨコ様そしてミニレクチャー

を医師の方2名で行われました。「今､エイズはどう

なっているの？」という議題で行われ､今は薬等で症

状や進行をおさえられたり､ヨーロッパの方では完治

された方がお一人いらっしゃる等私が今まで聞いて

思っていたイメージが変わりました｡参加者の方も若

い方からご年配の方まで様々な年代の方が沢山来場

をされ､自分の関心がある講座に参加されています｡

来年度は皆様も一講座でも大丈夫なので参加されて

みてはどうでしょうか。

秋麗の10月12日午後７時からホテルクライトン新

大阪で開催された大阪西クラブの例会において､ウエ

ストクラブのエンターテイナーである河合久美子ワ

イズと大阪なかのしまクラブの吉田由実ワイズが心

に響くフルートのデュエッ

トを行った｡「昴」等３

曲の参加者全員による合

唱伴奏のほか､クラシッ

クから童謡まで十数曲に

及ぶ合奏の熱演により､

５０名の参加者を大いに

魅了した｡生憎の役員例

会日とバッティングした

ウエストクラブからは､

森田､草野の両ワイズが

駆けつけ､フルートデュ

エットを楽しんだ。

10月12日(木)京都商工会議所での初めての役員会

が行われました｡場所の勝手は違えど三役はじめ､メ

ンバーの皆さんはすぐに慣れいつも通り中身の詰まっ

た会議を時間いっぱいまで行いました｡皆さんのお顔

がよく見通せる過ごしやすい会議場だと思いました｡

しばらくの間ですがよろしくお願いします。

今期のワイズデーは京都部全クラブが一丸となっ

て日頃の活動をアピールし､各クラブの支援先との結

びつきを強めていこうという趣旨で開催されました｡

午前のプログラムは熊本震災復興支援街頭募金です｡

各クラブが4地点に別れて募金活動を行ないました｡

ウエストはメイルクラブさんと合同で四条河原町で

募金活動を行いました｡10時15分に現地に集合しＹＭ

ＣＡの職員の方にご協力いただき､手際よく準備を進

めることができ､定刻１０時３０分～募金活動を開始

することができました｡午前中で人通りも少なく開始

直後はメンバーもなかなか声が出せませんでした。

そんな環境にも負けずに一生懸命｢熊本震災復興支援

募金にご協力お願いしま～す｡｣と募金を呼びかける

徳議会の生徒さん励まされ､メンバーも少しずつ大な

声が出せるようになりました｡道行く人にチラシを配っ

たりと色々工夫をしてしているうちに人通りも増え

てきて､募金箱も少しずつ重くなってきました｡秋晴

９月２８日（木） メネット例会
立山 益子メネット

１０月１２日(木)
河合Ｙ大阪西Ｃ例会のﾌﾙｰﾄ合奏で魅せる！

交流IBC/DBC委員 草野 功一

9月30日～10月1日(土日)
第7回AIDS文化フォーラムin京都

レッドリボン大作戦

Ｙサ･ユース委員 山本 幸仁
10月12日(木)オープン役員会兼第一例会

ブリテン広報委員長 山田麻紀夫

10月14日(土)京都部ワイズデー街頭募金
Ｙサ･ユース委員 牧野 万里子



れの下とは行きませんでしたが､募金活動中は雨も小

雨程度で無事に募金活動を行うことができました｡徳

義会の先生､生徒さん､ありがとうございました｡河原

町の募金額は２１,１８０円､４地点での募金総額６

６,１７３円でした｡ご参加の皆様､お疲れ様でした。

参加者１３名 （安田会長、岩本、奥田、桂、福田、

福田メネット、加藤、塚本、中原、山田、牧野、徳

議会先生１名、生徒１名）

午後からは雨の上がった西京極競技場に移動し、

サッカーJ2の京都サンガvs熊本ロアッソの試合観戦

です。入場券と共に応援用のマフラータオルが配ら

れました。タオルはこの日の為に京都部で作成され

たワイズと京都サンガと熊本ロアッソのトリプルネー

ム入りの特注品です！多くのワイズメンで陣取った

サンガ応援席に熊本から応援に来てくれた熊本YMCA

少年サッカーチームのメンバーもおられました。

ハーフタイムにはいよいよ本日のメイン、競技場

のフィールドにワイズメンが集合し、二班に別れト

ラック左右に半周、熊本震災支援のお願いとワイズ

活動のアピールをするパレードを行いました。熊本Y

MCAの子供たちが「支援ありがとう」の横断幕をもっ

て歩くと、スタンドからは温かい拍手が起こってい

ました。これまでにない試みでとてもよいワイズデー

になったと思います。京都部役員の皆様、ありがと

うございました！

雨天でのワークはあまり記憶がないほどですが､今

年は雨天でのワークとなりました｡前半､積み込みま

では曇天でしたが､配達中には雨が降り出しました｡

丸進運輸さんスタッフの方のきめ細やかなフォーク

リフトでのサポートがあってスムーズな積み込みが

できました｡安平ファンド委員長と事前に配達の打ち

合わせしたおかげで次々と配達に出ることができま

した｡北海道は天候不順な日が続きジャガイモの出来

具合を心配しておりましたが､数量も希望通り､品質

も良い商品を届けていただきました｡近年､十勝クラ

ブの皆さんと交流する機会も増え､情報交換すること

により､品質も安定してきました｡生産者の顔が見え

るとつい商品にも愛着を感じます｡高齢化や少子化で

家族の人数が減少傾向の中､１箱はチョット多いとい

う声が多くなりました｡そこで考案された､かぼちゃ､

玉ねぎ､ジャガイモの三種詰め合わせは、年々人気が

でてきました。生産者はワイズメン､販売者もワイズ

メン､この直結したルートに乗ってくるジャガイモ｡

受注からお届けまで｡ワイズ運動を伝える広報のチャ

ンスです｡そして京都ウエストクラブＯＢの皆様も沢

山販売協力いただき感謝です。ポテトファンドはＹ

ＭＣＡサービス､地域奉仕活動を支える大きな事業で

す｡来年度は１つでも多くの販売を目指してメンバー

一丸となって取り組みましよう｡

10月17日(木)､京都ホテルにて､京都プリンスクラ

ブ(第744回)･京都グローバルクラブ(第592回)･京都

ウェルクラブ(第305回)の３クラブ合同例会に､安田

会長､塚本EMC主査と三名で参加させていただきまし

た｡来賓の方々には京都部部長をはじめ､各方面から

主査･役員がおられ大勢のゲスト･ビジターの方々で

大変な賑わいでした｡ゲストスピーカーには総合テレ

ビ･ウィーケンド関西で活躍しておられるNPO法人･気

象キャスターネットワーク･気象予報士の吉村真紀さ

んを迎えられ､『地球温暖化と自然災害･農水産の変

化』の講演をプロジェクターを使った､聴講者参加型

の非常に分かり易く楽しめる手法を用いて地球規模

の温暖化における日本の気候の変化と危険性､その問

題の重要性伝えてくださいました｡ そんな大変な賑

わいを魅せる３クラブ合同の大例会のＰＲタイムに

おいて､安田会長､そして塚本ワイズはウェストメン

バーの代表として今度の11月のEMC例会のＰＲをされ

ました。そしてしっかりニコニコをし､固い握手交わ

して合同例会

を大いに楽し

んでまいりま

した。

10月21日(土) ポテト配達ワーク報告
ファンド委員 野田 泰伸

10月17日(火)京都プリンス･グローバル･

ウェル３クラブ合同例会参加報告
ﾌﾞﾘﾃﾝ･広報委員長 山田 麻紀夫

10月14日(土)
京都部ワイズデーサッカー観戦

書記 市橋清太郎



10月12日役員会議事録 司会 市橋書記
議事録制作者：立山EMC委員長

〔報告事項〕
１、9/28メネット例会の報告
ゲストスピーカー岩崎敬子さんにお越しいただき（美肌美を30
％up魅せる力）楽しいお話を聞かせて頂きました。森田メネッ
トから今期のメネット事業についてのお話をして頂きました。
２、10/8ZEROクラブ主催チャリティーライブ参加報告
ウエストクラブから桂・岩本・金澤ワイズ3名で参加しました。

３、10/14ワイズデーについて
10：30～12：00四条河原町、丸井前で街頭募金。その後、西
京極サッカー場へ移動、ハーフタイムでのパレードに参加する。
徳議会から先生1名と子供3名が参加予定
４，ポテト配達ワークについて
例年通り8：00～丸井運輸で行います。

５、10/26部長公式訪問例会について
竹園部長・高坂国際交流主査・千賀地域奉仕環境主査の3名に
来て頂きます。正装にて、10分前にメンバーは会場に入り出迎
えます。くれぐれも遅刻が無いように
６、11/16 EMC例会について
メンバー1人につき2名以上、連れて来ていただくようにお願い
いたします。
７、11/19 リトセンオータムフェスタの件
食器洗い担当、出店内容については委員会で決めます。
当日ツリーテント体験

８、11月予定の舞鶴YMCA街頭募金の中止と京都YMCA国際協力
募金の参加について
ワイズデーで募金を行いますので中止します。10月29日は参加
します
９、2018年チャリティーダンスパーティー開催日程の件（4月8
日に決定）
10、台北DTクラブとIBCトライアングルの検討について進捗報告
11/3に十勝クラブ代表者と交流委員会・三役で進捗確認をしま

11、ワイズ名刺作成の件
林副会長より最終デザイン提示、決定

12、ウエストユニフォームの進捗報告
Tシャツ・ウインドブレーカーで考えています。新入会員には
必ず持っていただく。
13、他部部会出席報告 岩本書記から出席者の報告。
14、3月以降の第二例会会場変更の件
三条河原町にあるパークホテルに決定。

15、第一四半期EMC報告と今期の展望
２ヶ月事に例会出席率・内容を報告を行っています。早く入会
式が出来るようにしたい。
16、ペンタゴンDBC寄贈「津波の教え石」完成除幕式について
10月28日開催。森田ワイズが出席予定。

17、京都部次期国際・交流主査の選出依頼について
安平ワイズを次期京都部国際・交流主査にと次期川上部長より
打診があった→議案へ
18、2018年4月15日 竹林たけのこ堀イベントについて(ペンタ
ゴン交流会) 大阪西・熊本にしから参加予定。PT委員会を立ち
上げ準備をして行く。
19、各事業委員会報告
ファンド委員会：美山醤油をこの後考えている。
ブリテン委員会：原稿宜しくお願い致します

〔協議事項〕
1、ＥＭＣ例会のゲスト登録費と予算について
ゲスト・ビジターは原価の6,500円にし、多くの方にご参加頂
きやすい設定にしたい。ゲストスピーカー費で予算をオーバー
するのでEMC・ドライバーの予算の大半をこれに当てる。不足
分は例会予算より補填の予定。
２、クラブ備品の整理について
ホテルに預けている備品が大型のクリアーケースに4個ある。
ホテルの変更に伴い、荷物を半減させたい。不用品の処分につ
いては三役・ドライバー委員会に一任して欲しい。
〔他クラブ関係〕
1、他部部会情報
岩本書記から日程説明と今現在の参加者の報告があった。

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、ウェルクラブ主催チャリティーゴルフ大会､ウエストクラブか
ら4名参加。
〔YMCA関係】
１、京都YMCA国際協力募金について
10月29日に開催。10月29日に開催。

２、新ロゴマークについて 使用についてメールで流しましたの
で内容を確認してください。無断使用禁止です。
３、その他連絡事項
【京都部関係】
１、京都部EMC事業主査の活動報告
次々期京都部部長について10月末までに立候補者が無い場合に
は輪番としてウエストが受ける事となる。
【その他】
１、スペシャルオリンピクス チャリティートーチウォークの件
11月12日に開催。協賛金1万円拠出

〔議案〕
議案１、11月EMC例会のゲスト・ビジター登録費について、実費
相当額6500円/1名とする。 承認
議案2、安平ワイズを次期京都国際・交流主査に選出する。 承認

ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ
１．三条本館耐震補強・施設改修工事進捗状況だより

１０月より新耐震基準に合わせ会館の耐震補強工事、５階プール天井

貼り替え等改修工事、また、２０１８年度より京都市の要請に応えて開設

する、会館内の保育所施設改修工事が始まっています。１０月は各階に

おいて、内装の壁や天井の解体が中心に進められています。館内は大き

な音が鳴り響き、解体された部材やガラが、順次搬出されています。１１

月には耐震補強となる鉄骨材の取り付けなどが行なわれます。

２．第５回Ｔｈｅ Ｙ ｃｕｐ京都ミニバスケットボール大会

協賛広告お申込み受付開始

２０１４年に、京都ＹＭＣＡ１２５周年と京都バスケットボール紹介１００年

を記念して始まったＴｈｅ Ｙ ｃｕｐ京都ミニバスケットボール大会は、今回で

第５回を迎え、来年３月１７日（土）、１８（日）に開催されます。 この大会

は皆様からの協賛広告料を基に運営され、得られた収益を経済的に困

難な子ども達が京都ＹＭＣＡのプログラムに参加するための支援金「子

ども支援基金」に積み立てられます。バスケットボールに懸命に取り組む

子ども達を応援することが、より多くの子ども達の豊かな成長を支える

ことに繋がる支援です。ご協力お願いいたします。詳しくは、別紙「協賛広

告のおねがい」をご覧ください。

３．オータムフェ スタ毎年行われる秋のイベントです。自然あふれる環境

の中、秋の一日を楽しみましょう。秋の魅力と味覚が満載です。ぜひご参

加ください。日時：１１月１９日（日）午前１１時～午後３時 場所：京都ＹＭＣ

Ａリトリートセンター,参加費：（大人（中学生以上））２，０００円／（小学生）

１，０００円／（幼児）無料※京都駅、ＪＲ宇治駅、京阪宇治駅より無料送

迎バスあり。要事前申込（１１月１７日（金）締切）） お問合せ： 京都ＹＭＣ

Ａリトリートセンター事務局（ＴＥＬ）０７５－２５５－４７０９（当日のみ：０７７４

－２４－３８３８）（Ｅ－ｍａｉｌ）retreat@kyotoymca.org

２０１７年１２月スケジュール

7日 木 三役会 19:30 未定

14日 木 第一例会 19：00 京都商工会議所

１7日 日 ｸﾘｽﾏｽ例会 18:00 京都ロイヤルH

２7日 木 忘年会 19:00 木屋町すし哲

編集後記 山田麻紀夫

毎々、ご協力いただき本当にありがたくおもっており

ますとともに、自分の力量不を痛感している次第です。

何かにつけお願いすることが多くあると思われますが今

後ともによろしくおねがいいたします。

２０１７年１１月スケジュール

２日 木 三役会 19:30 後 報

9日 日 第一例会
（ｵｰﾌﾟﾝ役員会）

19:00 京都商工会議所

11日 土 竹林ワーク 9:00 西山竹林
16日 木 EMC例会 18:30 京都ロイヤルH

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 9:00 西院中学

Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ
中原一晃（11/9) 大西光子（11/17）
島田由美子メネット（11/13）

Ｈａｐｐｙ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ
立山隆一・益子(11/9) 大西光子・洋(11/11）
中原一晃・優子(11/22)


