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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

西日本区強調月間

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 ！”

今月の聖句
マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさ
い。この子は自分の民を罪から救うからであるん。
マタイによる福音書１章２１節

R ead y to fly

第３８代
会長主題

EMC-E YES
Eは新クラブを設立すること。YESは新クラブ設立支
援に使われます。献金で集められた資金の３分の２は、
集められた、エリアの区で使われます。
三科仁昭 EMC事業主任（京都東稜クラブ）

一歩前進と調和 皆さんと共に

三役として・メンバーとして

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

会計

金澤

典子

３４期から副会長・会長・直前会長、一年空いての会計と４度目の三役を務める事
になりました。入会当初は三役や委員長なんて自分からはほど遠い存在で、皆さん凄
いな～って感心するだけでした。ただ例会に来て皆さんと交流を持つのが楽しいだけ
で参加をしていました。でも、初めて委員長をお願いされてから、少し意識が変わっ
たのを覚えています。ちょっと、責任感？？そんなに重いものでは無かったと思いま
すが、お役にたてれば良いかな～と。そして三役・会長という貴重な経験をした事で、
クラブやワイズへの意識がもっと変わっていきました。それぞれの委員会の事、三役
としての役割、クラブメンバーとしての楽しみと規律。やっぱりワイズは深く入らな
いとわからない！！と思いました。幸せな事にウエストには、素晴らしい逸材メンバー
が沢山います。特に新しいメンバーは、これからもどんどん参加して、もっと楽しく、
良いクラブに発展させて欲しいと思います。まだ委員長や、三役を経験していないメ
ンバーには是非経験して欲しいと思いますし、勿論経験豊富なメンバーにも沢山の素晴らしいフォローをお願いした
いと思っています。私も会計として安田会長を支え、各支払いや予算について迅速な処理を行い、皆様に御迷惑をか
けないようにしたいと思っております。今期３８期、次期には４０周年の準備期に入ります。メンバーの皆様で、会
長・ウエストを盛り上げて、４０周年に繋げていきたいと思いますので、ウエストパワー全開で頑張りましょう！！
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

10月出席率96.7％
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ含む
11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

第二例会(EMC )

ニコニコ

21名
0名
2名
0名
0名
0名

メ
ン 30名 前月累計 45,000円
1名 第一例会
広義･功労
0円
5名 第二例会 29,000円
メネット
2名
コメット
ゲ ス ト 66名 累 計 74,000円
ビ ジ タ ー 35名

23名

合 計

136名

ファンド

前月累計
ポテト
他食品

合計

738,674円
円
円
738,674円

東北支援募金

前月累計
11月
合 計

円
円
円

11月5日（日）

びわこ部部会報告
交流委員長 河合久美子

滋賀県長浜市にて開催
されたびわこ部部会に出
席しました。部会に先立っ
て、プロローグ「ＳＬ＆
バスでのお楽しみツアー」
に参加。9：30米原駅に
集合しＳＬ北びわこ号に
乗車、沿線には
撮り鉄の人々も
多く集まる中、
ワイズメンで貸
し切り状態の車
両内で楽しく過
ごし、木ノ本で
下車。観光バス
に乗り換え、紅
葉の名所「鶏足寺」付近を訪れ散策しました。午後
からウッディパル余呉にて行われた部会には全国各
地から229名が参加。琵琶湖の地にゆかりの深い葦
（よし）笛の演奏を楽しんだ後、式典が進み、続く
懇親会では、松茸＆近江牛のすき焼きや湖北のお惣
菜を堪能しつつ懇親を深めました。余呉湖は帰路、
ＪＲ余呉駅から遠くに見えただけでしたが、湖北の
地はこの時期さ
すがに肌寒く、
秋の深まりを実
感できた一日と
なりました。
参加者：森田・
森田ﾒﾈｯﾄ・野田・
野田ﾒﾈｯﾄ・草野・
中原･岩本･河合

11月11日(土)竹林ワーク
地域奉仕委員 渡邊ワイズ
久しぶりに竹林ワークに
参加しました。前日から早
朝までの雨で周辺はびちゃ
びちゃで、FRの車ではスタッ
ク状態になり駐車するのも
困難な状態でした。廃材が
濡れているので燃やすこと
もできないので、番号の書
いてない竹を根元から伐採
し、裁断して焼却炉付近ま
で運びました。草刈りも必
要で草刈り機を使おうとし
ましたが、まさかの燃料切れ、仕方なく鎌で頑張り
ました。終了後には、地域奉仕環境委員会を実施し
て今後の活動をすり合わせました。帰宅後、車のタ
イヤやタイヤハウスの洗浄も
必要で、私にとって思い出に
残る活動になりました。
参加者：安田会長･加藤委員
長･胡内･渡邊･
市橋･市橋ジュニア

11月16日(木) EMC例会 18：30～
EMC委員長

立山

隆一

京都ロイヤルホテ
ル＆スパにて今期、
安田会長の肝いり事
業の一つEMC例会が
開催されました。当
初はメンバー１人が
ゲスト2名を連れて
くる事を前提に目標
100名での例会と考
えていました。しか
し、なんと目標より
40名も多い140名が集う盛大な例会となりました。こ
れもひとえにメンバーみなさんのご尽力と心から感
謝申し上げます。
今回、ゲ
ストスピー
カーに「探
偵ナイトス
ク ー プ 」
「情報ライ
ブミヤネ屋」
でご活躍中
の料理人 林 裕人様（林シェフ）にお越しいただ
き、「食/健康 ガンバロー中高年」を演題に食に対
してのご自身の考えと体験談を織り交ぜながら講演
していただきました。「健康を維持するためには、
ストレスを溜めたらあきません。溜めないために何
事にも頑張り過ぎたらあきません。日本人は頑張る
ことが大好き、
肩の力を抜い
て楽しむ（エ
ンジョイ）気
持ちを持つこ
と大切。」・・・・・
みなさんは林
シェフのお話
をどのように
受け止められたでしょうか？
当日は司会進行の大役を中野ワイズと二人で務め、
140名を前での司会、なかなか普段では、出来ない貴
重な体験をさせていただきました。最初の会場入り
の アナ ウン ス では 噛 ん
で しま った り 、ワ イ ズ
ソング斉唱をYMCA ソン
グ 斉唱 と間 違 えた り 、
閉会時間が30 分程、押
し たり と反 省 する 点 は
多 々あ りま し た。 し か
し 、メ ンバ ー みな さ ん
の協力のお蔭で無事にEMC例会を終える事ができまし
た。今回69名もの大変多くのゲストの方にお越しい
ただきました。今期、この中から何人の方が入会に
結びつくかはわかりませんが、まずは、ウエストク
ラブを知っていただく、良い例会であったと思いま
す。今後も一人でも多くのメンバー獲得に努力して
行きます。ひき続き、みなさんのご協力よろしくお
願いいたします。有難うございました。

11月19日(日)
みやこふれあい祭り
ドライバー委員長 島田

博司

みやこふれあい祭り
のお手伝いに行ってき
ました。地域奉仕には
若干消極的な私もここ
数年、みやこふれあい
祭りには必ず参加して
います。去年同様今年
もリトセンオータムフェ
スタとかさなりメンバーがわかれて
の参加となりました。この日は前日
の雨と朝の気温が6度を下回るという
野外活動には厳しい日となりました。
9時過ぎに集合し焼きそばと抹茶わら
び餅250食の販売の準備に取り掛かり
ました。はじめは4人という人数。えっ
マジ…。毎年の昼過ぎのピーク時の
忙しさを知る私は不安になりヘルプのラインをウエス
トグループラインに。すぐに新人奥田君が反応してく
れ急遽リトセンからこちらに来てくれることに。その
奥田君が焼きそば焼きで大活躍。後継者ができたと安
平店長もこれで安心してコテが置けると言ったとか言
わないとか。途中小雨や強風に
もめげず13時半頃にはどちらも
完売となりました。加藤CS委員
長をはじめ参加していただいた
メンバーの皆さま、お疲れ様で
した。参加者：安田会長・加藤
委員長・安平・澤田・胡内・奥
田・市橋・市橋コメ・留学生･
鈴木メネ・島田

11月19日(日)
リトセンオータムフェスタ
Ｙサ委員長

福田

英生

今回のオータム
フェスタは、みや
こふれあい祭りの
CS行事と重なりま
したので、ウエス
トとしてしっかり
役目を果たすこと
が出来るのか？と
正直、不安になっておりました。元気が出たのは、徳
義会のメンバーが岡部先生と子供さん8名も参加して
頂けると加藤委員長から連絡をもらった時でした。何
とか形になるなと思いました。ウエストの参加者は、
塚本・牧野・角谷・山本・山田・福田&メネットのメ
ンバーと徳義会の岡部先生とお子様8名で合計16名に
のぼりました。皆さんのご協力もいただいて、事前準
備から当日準備に渡ってテキパキとやってもらいまし
たので非常にスムーズに運行することができました。
開始と同時に、徳義会の方々も到着して頂いたので、
タイミングよくチケットを配布することが出来、催し
物とタイムスケジュールを伝えました。ジャンボ餃子
に並ぶお客様がどんどん増えて、一時はてんやわんや

の状況もありましたが、機転を利かすメンバーのおか
げて乗り切りました。お天気では終わりがけに、ひょ
うの塊が落ちてきたりして、仲間の皆さんはハプニン
グに苦笑しているシーンもあり異常気象だなと思いま
した。ウエストの担当する皿洗いは、ほとんど前のク
ラブが終わらせていましたので、少ない数量となって
少ない人員で済ますことが出来ました。短時間を利用
して、他クラブ出店のご馳走を次々といただいた時は
幸福感に浸ることが出来ました。ご参加された皆様、
大変お疲れ様でした。(写真提供：人見様 Facebookより）

11月22日(日) 5クラブ合同例会
会長 安田 繁治
小雨模様の中 京都センチュチー・京都エイブル・
京都みやび・京都東陵・京都ウエルクラブの合同例会
が、総勢80人で開催されました。まず例会前に皆さん
で名刺交換をするための時間があり、日頃、面識はあっ
ても、何の仕事をされているのか分からないワイズや
ゲスト紹介の為の時間でした。これもなかなか良い案
だと思い、次回でも自クラブでもするべきだと思いま
す。今回のホストクラブは東陵クラブのようですが、
前（みやび）会長の開会点鐘から例会がはじまり、そ
してワイズメンズクラブの事業案内では、我がウエス
トクラブEMC主査 塚本ワイズが挨拶され、ワイズの
楽しさについて数ある中から2つを抜粋し①地域奉仕
（ボランティア活動）ができる事、②京都部520人
（仲間）と垣根を越えて、ふれあえる事が出来るクラ
ブがワイズである事を、ゲストの皆さんに力説されて
いました。その後 食事歓
談後のオールディズのライ
ブがありましたが、せっか
く19名ものゲストが来られ
ているのに、皆さん遠慮さ
れたのか、なかなかどなた
も出られず、最後にウエス
ト・洛中クラブダンシングチームが登場し 暫くの間、
場が和んだ様でした。やはり、この様な場合は各クラ
ブ申し合わせて、ゲストを楽しませる企画が必要だと
思いました。そのあたりはウエストは役者ぞろいで、
企画力のある気づかいのできるクラブだと思いました。
今回はニコニコタイムは無く、災害募金として集めら
れ熊本に贈られるそうです。閉会点鐘後 記念撮影が
あり、次年度はウエルクラブがホストをされるようで
す。参加者 塚本･金澤･安田

11月23日(木)
緊急サバエワーク参加報告
Ｙサ委員長

福田

英生

サバエキャンプ場の台風災害の倒木のお掃除に、ウ
エストでは山田ワイズと共に緊急ワークをやり遂げて
きました。参加人数は30～
40人程で集中して作業をし
たら、午前中には目標に達
して、完了することが出来
ました。よい汗をかいてよ
い経験になりました。

11月9日役員会議事録

〔報告事項〕

司会 林副会長
議事録制作者：安平ファンド委員長

１、10/12大阪西クラブ例会訪問の報告
河合ワイズが中之島クラブ吉田ワイズと大阪西クラブの例会ア
トラクションでクラシック演奏を披露。盛大に開催された。
ウエストからは、森田ワイズ、草野ワイズが参加。
２、10/14ワイズデーの報告 10：30～12：00まで河原町東北
角にて募金活動。全体の募金額は66,000円程。その後、西京極
競技場に移動。京都パープルサンガの試合のハーフタイムで競
技場内で京都部全体メンバーによるワイズメンズクラブのＰＲ
パレード。オーロラビジョンでワイズメンズクラブの紹介の映
像が流れ、場内アナウンスで観客へ詳しく紹介された。
３、10/17ウェル・プリンス・グローバル合同例会の報告
平安会館にて開催。アトラクションは気象予報士の吉村氏によ
る講演。参加者は安田会長、塚本ワイズ、山田ワイズ
4、ポテト配達ワーク・収益の報告 総個数1,034個の発注。収
益は約67万円程になる見込み。今回のポテトの状態は比較的良
かったが、かなり小さいサイズのジャガイモがたくさん入って
いる箱もあり、数件の苦情。栗カボチャでは箱の中の1個が腐っ
ているとの苦情。これらについては、十勝クラブへ報告済。
5、10/26部長公式訪問例会の報告 京都部より竹園部長、千賀Ｃ
Ｓ主査、高坂広報主査、塚本ＥＭＣ主査が参加。部長よりワイ
ズデーを含めた京都部の活動報告、各主査からは活動報告。
6、10/28ペンタゴンDBC寄贈「津波の教え石」完成除幕式報告
森田ワイズが参加。ペンタゴンからお祝い金3万円を贈呈。
７、11/5ウェルクラブ主催チャリティーゴルフ大会の報告 参加
人数50名ほど。安田会長１９位、塚本３位、島田13位、渡邊4
位 優勝は洛中クラブの竹山ワイズ。
８、8 11/5びわ湖部会参加報告募金の参加について
ＳＬ北琵琶湖号の列車に乗って移動。周辺散策をしながら部会
会場のウッディパル余呉にて総勢229名の参加で盛大に開催。参
加は森田夫妻、野田夫妻、中原、草野、岩本、河合の8名
9、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
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。
十勝クラブ、山田ワイズ、池田ワイズ、ウエストクラブからは安
田会長、三役、河合交流委員長、森田ワイズで交流。ＩＢＣト
ライアングルを前向きに進めていく事に。ＩＢＣ締結は6月の西
日本区大会で開催するとの話があり。台湾ＤＴクラブへ連絡し
調整する予定。
10、11/11 竹林ワークについて 4/16にペンタゴン交流会を開
催予定であり、色々と整備や準備などが必要である。
11 11/16 EMC例会について
現在の参加人数はゲスト56人、合計120名。目標は150名。
12、11/19 リトセンオータムフェスタについて
当日は10時集合。現在、参加予定者は8名。ウエストクラブジャ
ンボ餃子を出店。用意は200食の予定。その他、皿洗いも担当。
13、11/19 みやこふれあい祭について
出店は焼きそば、わらび餅。各食250食の用意
14、他部部会出席報告
六甲部部会、中西部部会。参加は河合ワイズ、森田ワイズ。
15、12/17(日) クリスマス例会について
大人も子供も楽しめるクリスマス例会を予定
16、ウエストユニフォームの進捗報告
ウィンドブレーカーとＴシャツ作成の検討中。
17、2018/4/15(日)竹林たけのこ堀イベントについて
(ペンタゴン交流会)のPTについて
18、次次期会長選出会議について
安田会長と歴代会長で検討。一任する。
19、12/27(水) ウエスト忘年会について
木屋町 すし哲にて開催予定。会費は5000円
20.会員登録簿について
21.その他各事業委員会報告
Yサより。ＹＭＣＡよりミニバスケットボール大会の案内

〔協議事項〕

1、京都部次次期部長の選出について 期限内に立候補が無かっ
たので近日中に京都部より輪番制でウエストクラブへ次々期の
京都部部長の要請がある予定。どうするのか継続検討していく。

〔他クラブ関係〕

1、他クラブ記念例会情報 12/23 芦屋クラブ20周年。1/6みや
びクラブ25周年。1/28ウィングクラブ30周年。2/32/3洛中ク
ラブ30周年。順次、書記より案内
2、11/22 5クラブ合同例会（8/10締め切り)
エイブル、センチュリー、みやび、東陵、ウェルによる合同例
会が開催される。

〔YMCA関係】

１、ＹＭＣＡ・ＹＷＣＡ合同祈祷祭について
本来は今期はＹＭＣＡ開催予定であったが、ＹＭＣＡの工事の
為、ＹＷＣＡにて開催する。
インドのカースト制度外階級のカリトさんの講演。

【京都部関係】

１、京都部塚本EMC事業主査の活動報告
10/17ウェルクラブ、11/2 舞鶴フロンティアクラブの入会式
に参加
２、PR委員会
11/20に委員会が開催される予定

〔議案〕 なし

ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ
１．三条本館耐震補強・施設改修工事進捗状況だより
１１月は地階から４階までの耐震補強鉄骨材を取り付ける準備工
事が継続しておこなわれ、耐震壁増設の鉄筋コンクリート打設工事
は２階を除き、１１月末までに完了予定。また、５階プール天井貼
り替え工事が完了し、プール利用は再開しています。
保育所設置工事は、来年１月から本格的な間仕切り工事に着手予
定。１２月は地階、１階、３階、４階の解体された天井、壁の復旧
作業と内装仕上げ工事及び、設備工事になります。２階の保育所工
事を除き、１２月末までに作業完了予定。この期間は職人さんの出
入りも多く、作業音が大きくなります。エレベーター工事は１２月
中旬より着手、１月下旬に完了予定。この期間昇降機は使用できま
せんので階段での通行となります。階段の通行について、詳細は館
内掲示をいたしますのでご確認ください。

２．市民クリスマス・キャロリング
協賛広告お申込み受付開始
毎年行われている皆様とともにキリストの誕生を祝い、平和を祈
るプログラムです。今年は、ハンドベルコンサートを合わせて開催
します。ぜひご参加ください。
日
時： １２月１５日（日） 午後６時半～８時半
場
所： 三条本館及びその周辺
内
容： 午後６時半～７時 ハンドベルコンサート
演奏：京都聖母学院中学・高等学校ハンドベル部
午後７時～７時半 市民クリスマス礼拝（キャンドルサービス）
メッセージ：入 治彦 牧師（日本キリスト教団京都教会）
午後７時４０分～８時半

クリスマスキャロリング

３．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中 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。

４．スキーキャンプ・ウインタープログラム お申込み受付
中

7日

２０１７年１２月スケジュール
木
三役会
19:30
後 報

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

２０１８年１月スケジュール
11日

木

18日

木

6日

木

三役会

第一例会・総会

（ｵｰﾌﾟﾝ役員会）
WRM合同新年会

19:30

後

19:00
18:30

報

後報
ホテル
セントノーム

Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ
林茂（12/16) 澤田長利（12/27）
吉川香絵メネット（12/13）
Ｈａｐｐｙ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ
塚本勝巳･由美(12/22) 胡内大輔･陽子(12/23）
編集後記

中原

一晃

諸事情ありまして、今月号より

基本、中原が製作担当させて頂きます。皆さんの原稿あっての
ブリテンです。早い投稿よろしくお願いします。

