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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 ！”

交流を深めて協働事業を検討しましょう。
金澤市郞国際・交流事業主任（京都クラブ）
今月の聖句
わたしは世の光である。わたしに従う者は
暗闇の中を歩かず、命の光を持つ。
ヨハネによる福音書第８章１２節

R ead y to fly

第３８代
会長主題

IBC/DBC締結クラブとの交流だけでなく、

一歩前進と調和 皆さんと共に

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

副会長

吉川

忠

皆様、あけましておめでとうございます。本年も、何卒宜しくお願い致します。
安田会長期も、半期が終わり、私も微力ながら、副会長の職を与えて頂き、今までにはほぼな
かった、人前で話すことが増え、今までなんとなく聞いていた人の挨拶が、いかに上手く、素
晴らしい話だと気付かされ、なかなか上手く話せず、聞き苦しい話ばかりした気がします。反
省しています。また、昨年は、ＥMC例会で100人例会が開催され、あまりのゲストの多さに、
びっくりしました。しかし、単に100人集まったのではなく、委員の皆様をはじめ、メンバー
の方たちの、ものすごい、パワーと努力により、成し遂げられた結果だと思います。また、ファ
ンドも次々に新たな魅力有る品を用意され、どれも完売どこ
ろか、追加までするほどの売れ行きでした。さすが、やると
決めたら、妥協なく、目的を達成するための努力をみんなができるすばらしいクラブ
だと思いました。
安田会長期も、残すは、半期ですが、メンバー皆様の益々のご活躍と、努力により、
どのような素晴らしい一年になるのかとても楽しみです。私も、微力ながら何ができ
るか、わかりませんが少しでも、役にたてるよう、できる限りやっていこうと思いま
すので、 今年も安田会長並びに三役を、何卒宜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

11月出席率100％
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ含む
12月出席率93.3％

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

20名
0名
2名
0名
0名
0名

メ
ン 28名 前月累計 74,000円
0名 第一例会
広義･功労
0円
10名
メネット
第二例会 15,000円
コ メ ッ ト 14名
2名 累 計 89,000円
ゲ ス ト
0名
ビジター

22名

合 計

54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
12月
合 計

円
円
円

11月27日（火）
親しかった飯田加代様ご冥福を祈って
交流委員 森田 恵三
去る１１月２３日朝
のこと、いつものよう
に仏前での読経の最中
に直子が電話の受話器
をもってそばにやって
きました。東京ひがし
クラブの金丸会長から
でした。「森田さん、
悲しいお知らせです。昨日飯田ワイズのメネット加
代さんが急死されたんです」とのこと。思わず「え
えっ」と本当に驚きました。２２日の日中、一人で
自宅におられた時の心筋梗塞の発作で、まだ７０歳
だったとのことでした。
思えばついこの８月、富岡八幡宮の水かけ祭りで
は、私たちウエストから大勢参加したにもかかわら
ず、身支度一切のお世話をしてくださった時のお元
気さからして、突然の訃報が信じられず、現実の厳
しさを痛感させられました。とえりあえずご葬儀に
は寄せていただくことを伝え、早速、仏前に加代さ
んのご冥福をお祈りしました。
ご葬儀は、１１月２７日１１時半から富岡八幡宮
近くの富岡斎場にて、株式会社飯田製作所社葬とし
て執り行われました。東京ひがしクラブのメンバー
はもとより顔見知りの多くのワイズメンの会葬があ
りましたが、東京ひがしクラブチャーターメンバー
の旧友鈴木健次さんとの邂逅があったことは本当に
意外なことでした。
葬儀は、日蓮宗のご
導師様のもとにいとも
厳かに営まわれ、美し
くお元気な様子そのま
まのお顔で永遠の眠り
につかれた加代さんに、
ウエストの代表としてお花を贈り、生前いただいた
ご交誼に感謝してお別れの挨拶をさせていただきま
した。喪主としての飯田さんの御礼挨拶は「どうか
１分でもよいから加代に起き上がってほしい。そし
て、こんなに多くの皆さんにお越しいただいている
のだから一言のお礼を述べてほしい。加代は私の人
生における羅針盤そのものでした。そして社員にも
家族にも人様にはとても優しい太陽のような女でし
た」と亡き妻を偲ばれ、「これから先の私は一人で
は何もできない寂しがり屋なので、どうか皆さん酒
を飲みに来てください」と心の内を涙ながらに話さ
れたのには、思わず胸を打つものを覚えたのでした。
私たちウエストのみんなにも、やさしくしていただ
いた加代さんのご冥福をともに祈ってくださること
を願ってご報告といたします。(写真は2005年中原会長期
深川水かけ祭り参加時のお二人です。ウエストHPから）

12月14日(木) 第一例会・役員会
交流委員

鈴木けいこ

意外に寒さの柔らだ14日、役員
会兼第一例会がおこなわれました。
十二月のせいか、少しメンバーの
欠席が目立ちました。会長のあい
さつの後、先月の行事の報告があ
り、水かけ祭りでお世話になって
いる、東京ひがしクラブの飯田メネット様の告別式
に参列された森田ワイズより報告がありました。ご
冥福をお祈りいたします。ウエストクラブのユニフォー
ムの件、フアンド売上報告、クリスマス例会につい
て等、議題も第5議案まであり、活発な意見が出まし
た。次次期部長をウエストクラブから輩出する議案
も承認され、無事閉会となりました。

12月17日(日)クリスマス例会
ブリテン・広報委員 中原 一晃
第 二 例 会場 で
あるロイヤルホテ
ル＆スパでの最後
の例会となるクリ
スマス例会。恒例
のちびっ子たちのキャンドルサービスから始まり、
林次期会長扮するサンタさんからプレゼント。一気
にコメット。マゴメットはウキウキに。子供のため
のイントロ当てクイズド
レミファドン！となかな
か終われないビンゴゲー
ム。今度は大人たちの委
員会対抗ゲーム大会。６
チームから代表が出てきてまずは〇✖ゲーム。続い
てやじの飛ぶ中パターゴルフ対決。
女性は苦戦です。メンバーが替わり
爆弾風船を隣へ渡しながら答える、
古今東西○○の名前。毎回ゲストさ
んの前で大爆発。またまたメンバー
が替わり「絶体成功するゲーム」簡
単なことなのに、何回やっても成功しない！が連発。
次のゲームは「クイズハ
イ＆ロー」問題が出され
その数値より上か下か。
吉川ワイズのお仕事骨董
品が出題。２問出され、
どちらも激安の品。みんなすっかり騙されました。
高いの持ってきたら危ないでしょ？森田ワイズがお
手伝い。前に出られ、今度は森田ワイズの血圧ハイ
＆ロー。クラブ内でもっとも背の低い牧野ワイズの
身長、反対に最も高い塚本ワイズの身長とレーザー
距離計を使い測定・最後の競技はテーブルに司会島
田建設のヘルメットとピコピコハンマーが準備、ご
存知「たたいて、かぶって、じゃんけんポン！」。

最初の対戦河合VS胡内ワイ
ズ。１回目のじゃんけんで
ピコピコハンマーは真っ二
つ！。トーナメント戦勝ち
抜けた安平VS福田メネット。
白熱のバトルで会場大盛り
上がり。最後のゲームは45
秒間でいくつチームメンバーがあてられるかのジェス
チャーゲーム。一人が出題、チームメンバーが当てる。
身振り手ぶりの中、無情にも島田司会の「終了―」の
一言。ファ
ンドブリテ
ンチームが
優勝。罰ゲー
ムはハゲか
つらをかぶっ
ての記念撮影。栄えある個人に贈られる会長賞はしっ
かり歌を歌った野田マゴメットさやかちゃんに。島田
ドライバー委員長賞の布団掃除機は仮面ライダーのジャ
スチャーがうまかったゲストの粉川さんに。久しぶり
に笑いっぱなしのクリスマス例会、また違ったウエス
トを楽しめた例会でした。（参加者メン:28 メネッ
ト:10 コメット:16 ゲスト：2
合計：56名）

化が見られる芦屋クラブのみなさんと参会のワイズメ
ンにも、ぜひ「新生ワイズ起こし運動」へのあたたか
いご理解と協力をいただくようアピールさせていただ
いた次第です。
記念例会のミユジックアワーでは、クロードチアリ
さんのギター＆トークがあり、往年のヒット曲演奏と
軽妙なトークで参会者を楽しませてくれたのはとても
心和む良い企画でした。

12月27日(水) ウエスト忘年会
ファンド委員長 安平

知史

PM7:00より先斗
町の「すしてつ」
にてウエストの忘
年会が開催されま
した。安田会長の
乾杯の挨拶でスター
ト！美味しい和食
やお寿司を堪能しながら、お酒も進みみんなで和気藹々
と楽しく盛り上がりました。安田会長期も残り6ヵ月！！
この熱いメンバーで最後
まで盛り上がっていきま
しょう！！参加メンバー
は安田会長＆メネット、
12月23日(土) 芦屋クラブ
林(正)、林(茂)、岩本、
２０周年記念例会と柏原佳子さんとのご縁
市橋、金澤、角谷、桂、
交流委員会 森田 恵三
加藤、草野、河合、胡内、
昨年１２月２３日の午後、 島田、立山、中原、中野、福田＆メネット、
ホテル竹園芦屋にて六甲部 藤居、牧野、山田、山本、安平合計24名。
芦屋クラブの２０周年記念
12月9日(土) 高槻ワイズメンズクラブ
例会＆クリスマス祝会が開
クリスマス家族例会報告
かれ、メネット直子ととも
書記 岩本敬子
に訪問しました。ＤＢＣ３
縁あって高槻ク
クラブの皆さんをはじめ１
５０人の参加があり盛会でした。私も来賓の一人とし ラブのクリスマス
て祝辞を述べる機会をいただきました。芦屋クラブは、 家族例会に河合ワ
１９９７年７月に西日本区が発足した翌年の４月に誕 イズと2人で参加
生したクラブですが、チャーターメンバーには現会長 しました。高槻ク
（３回目）の柏原佳子さんのご主人吉命さんがおられ ラブ会長は、紅一
たのです。吉命さんは、私の１９９２－９３年度日本 点の和田会長です。
優しい言葉での
区理事時代のフアンド事業主任（当時は大阪西クラブ）
として大いに活躍してくださった方でした。その吉命 開会ご挨拶。そして、爆笑パフォーマー「アトム健児」
さんが芦屋クラブチャーターの翌年、不幸にも事故で さんの、トークとバルーン・ジャグリングが子供たち
急逝されたのでした。大変こまめに気配りのできるお に大うけでした。ビンゴゲームやラッキーカード抽選
人柄で、ワイズでの将来を大いに嘱目していただけに、 といろいろと品物が当たり嬉しい、楽しい気分にさせ
この悲報には大きなショックを受けました。葬儀はも てもらえる例会づくり。委員会報告の際に、12/23開
とより初盆には柏原邸に高野・笹山・加藤君ら同期の 催、高槻クラブ主催、第１回高槻市長杯「少年少女将
役員一同が集まって、偲ぶ会を催した思い出がよみが 棋大会」をアピール。地元で大きな活動に取り組んで
えってきます。その後、はや２０年の歳月を経た今日 いる情報を頂きました。
京都から電車に乗ったら15分、会場は、駅直結の西
まで、実に親しくさせていただいている柏原佳子さん
とのご縁なのです。ワイズ将来構想特別委員長として 武百貨店6階です。通常例会会場でもあるとの事。是
祝辞の機会をいただいたからにはと、会員減少と高齢 非また訪ねたいと感じた例会でした。

新年あけましておめでとうございます。 今年のメンバーの一言コーナー
ウエストクラブもだんだん大きなうねりと共
に若く、よりパワーを秘めて変化してきてい
ます。EMC例会とはいえ150名で行えたのは圧
巻でした。各例会も充実しメンバー各人がお
のおの持ち場をこなしている、いい状況です。
４０周年に向ける一歩の年として楽しみたい
と思います。
Br 中原一晃
皆様あけましておめでとうございます。ワ
イズメン（ウエスト）として、初の新年を迎
えることができました。これも皆様あっての
ことだと思います。感謝の想いを込めて、御
挨拶させていただきます。本年も何卒宜しく
お願い致します。
ＥＭＣドライバー 奥田英詔
皆様今年もどうぞよろしくお願い致します。
会計としての半期分を、皆さんにしっかりと報
告をして残りの半期も迷惑をかけないよう、務
めたいと思いますので最後までよろしくお願い
致します。
会計 金澤典子
新年は私の７回目の周り年です。これまで
長命に恵まれているのは、私の歳よりも短く
逝った両親と、生後３年未満で亡くなった４
人の兄や姉が、本来なら生きることができた
だろう夫々の余命を、私ひとりに贈ってくれ
た賜物だと気づかされたのは、昨年のある朝、
思わずもらした小さな呟きでした。感謝して
生きる使命を果たしたいと思っています。
交流委員 森田惠三
昨年はEMC例会でメンバーの皆様に大変お
世話になりました。今年は目標のメンバー増
強、3名以上達成に向けて頑張って行きます。
今年も宜しくお願いいたします。
EMC委員長 立山隆一
あけましておめでとうございます！今期は京
都部ＥＭＣ事業主査に輩出して頂き、ウエスト
のみならず、他クラブ交流が出来た一年となり
ました。（まだ半期ありますけど）残りも京都
部ウエストの少しでもお役になれる様に頑張っ
ていきます！
EMC主査 塚本勝己
安田期がスタートしはや半年がたちまし
た。前期はEMC例会やクリスマス例会等で活
発な委員会が開催され、委員さんの協力の
もと充実した例会ができたこと嬉しく思い
ます。引き続き後半も一泊例会を中心に充
実した例会が行えるよう皆様のご協力をよ
ろしくお願いいたします。
ドライバー委員長 島田博司
ＹＭＣＡロゴも変わり、三条会館も内装
が変わり、私も新しく変わりたいと思いま
す。今年はニュースタイルにチャレンジし、
ポジティブネットを広げていきます。本年
もよろしくお願いします。
連絡主事 阿部和博

入会してやっと１年が経ち、活動に参加することで楽しく
なることを学びました。ウエストの一員として貢献できるよ

う、自分にできることは引き受けられるキャパ
の広い人間になりたいと思います。
ＥＭＣドライバー 中野かおる
新年あけましておめでとうござ
います。私は昨日の続きをここで
リセットし、毎日の中から何か変
わった事や経験のない事を見つけ出し、今日１
日の目の前の事だけを必死に生きたい。ウン？
行きたい？逝きたい？活きたい！のでした。皆
様もう少しお付き合い下さい。 Yサ 桂 厚子
今年も健康に留意し、仕事やプライベートも充
実させながら、無理なく頑張りたいと思います。
後半期もIBC/DBC交流事業のいっそうの活性化を
目指して尽力していきます。
交流委員長 河合久美子
Ｙサ・ユース委員会の山本幸仁です。委員会
でのいろいろな事業に参加し、もっとＹサ・ユー
ス事業の事を理解し積極的に参加出来るように
していきたいです。今年もよろしくお願い致し
ます。
Yサ 山本幸仁
あけましておめでとうございます！今期前半
戦も活発なウエストでしたね！いや～ウエス
トクラブの勢いは凄いことになってます！今
年はクラブにとって大きな飛躍の1年になりそ
うな予感ですね！安田会長期の後半戦も、ど
んどんとウエストクラブを盛り上げていきま
しょう！！皆様！本年も引き続き宜しくお願
い致します！！
ファンド委員長

安平知史

新年にあたり今年の目標は、ウェストクラブの
更なる発展のためにも会員増強を今よりもっと
進めていきたいと思います。また、あまり出来
ていなかった、他クラブとの交流を行なってい
きたいと思います。よろしくお願い致します。
EMC 澤田 長利
謹賀新年 安田会長期の三役として半期が過
ぎ、本来、ちょっとほっこりする時期なので
すが、今期は何かと忙しいです。少しずつメ
ンバーが増え、立場、環境が違うみんながワ
イズメンとしての"同志"になっていくには、
クラブは自分はどうあるべきかなどと考えさ
せられることがよくあります。まずは残り半
期、しっかりと役目をはたし、会長にとって、よい一年にな
るよう、そしてメンバーに良い期だったと思ってもらえるよ
う引き続きがんばります！
書記 市橋 清太郎
皆様、新年明けましておめでとうござ
います。昨年も、メンバーの皆様には大変
お世話になり、様々な行事も、皆様の力を
合わせて大成功をなしとげ、素晴らしい一
年でした。今年も、ウエストの底力を発揮
して、楽しく、素晴らしく、みのりのある
一年に、なってほしいと、心から思ってお
ります。私自身は、非力でお役にもたちま
せんが、本年も何卒宜しくお願い致します。
副会長

吉川 忠

新年明けましておめでとうございます。旧年中は
様々な方にご面倒みていただき、また経験不足を
補ってくださり本当に有難うございました。皆さ
んにいただいた経験を生かした行動と姿勢を見せ
れるよう努めますので変わらぬご指導を宜しくお
願い致します京都ウェスト、ひいてはワイズメン
ズの信念の更なる御繁栄と、メンバーの 皆様の
ご多幸を念じ申し上げます。
ブリテン広報委員長 山田麻紀夫

す！！

今年も…京都ウエストの素晴らしい人達と…ご
一緒に色々楽しめる事を願って！！そして、新た
な京都ウエストメンバーとの出会いを期待して…
京都ウエストのメンバーであり続ければと思いま
す。今年は…何が出来るか！！ …何も出来なく
ても…まぁ～楽しめたらいいかっなっと…。ちょっ
と新ユルキャラ開発しようかなっと思っておりま
交流
角谷 多喜治

いつでも笑顔で、（努力します。）
あけましておめでとうございます。当初は不安いっ
ぬくもり頂く仲間たちと、 元気に過ごせる1年
にしたいと思います。今年もよろしくお願い致
ぱいで出発しましたが、三役様はじめ皆様の温か
します。 書記 岩本敬子
い気持ちに助けられ、お陰様で38期も半期が終わ
ろうとしています。年明けから後半戦に突入して
いきますが、皆さま引き継き宜しくお願いします。
戌歳新年を迎え、力強く発展して
会長 安田 繁治
いるクラブを喜ばしく見守っています。本年も、
アクティヴなニューメンバーはじめ皆様に忘れら
れないよう、交流委員会や飲み会には顔出しして
2018年新年の一言 皆さんの頑張りで徐々にメ
いる身勝手な幽霊会員を、よろしくお願いします。
ンバー数も増えてきて、今年はもっと元気に楽
交流委員 草野 功一
しくなるはず！！楽しみだぁ～！
EMC ドライバー 藤居 一彦
新年も明け、皆様はワイズメンとして、また、お
仕事に励まれている事でしょう！毎年の事なので
新年おめでとうございます。今年
すが、年末から繁忙期になり、クラブの活動に参
は、昨日の自分よりも1%でも成長
加出来ていない事が多くなっています。今期は、
することを意識をして、仕事以外にも、毎日ちょっ
DR委員で島田委員長の下に活動させて頂いていま
と勉強の時間を設るなどして、昨日の自分を1％
すが、ミクロン程度ですが、ワイズの事が少々理
超えていける、ということをやってみようと思い
解できたのでわ？と思っています。ウエストのク
ます。笑顔と感謝の気持ちを忘れずに一歩一歩前
ラブでは、京都部長や４０周年？を迎えるにあた
進！今年も宜しくお願いします。
り、微力ではありますが、クラブの為や、出向されているメン
Yサ 牧野万里子
バーの力になれるように精進していきますので、メンバーの皆
様、今年もよろしくお願い致します。
今年も多くのCS事業があります。特に平安徳義会
ＥＭＣドライバー 佐治 幹生
の夜桜祭りが復活します日時は4月7日(土曜日)に
決まりました。当日は定番の焼きそば、フランク
2018年 新年の挨拶 新年明けて平成30年、来年に
フルト,蕨もちを販売予定です。特に入会間もな
は新しい年号になり、ウエストクラブ40周年、次
い方にもぜひ参加お願いします。
の年にはオリンピック。ワクワクする事が沢山あ
CS委員長 加藤 秀行
ります。今年も、楽しく！有意義に！ワクワクで
きるよう一年を過ごしたいと思います。皆さまに
ワイズ活動を開始してから丸十年を迎えて期するも
とってもより良き一年になりますことを祈ってお
のがあり、過去のCSやYサ活動での貴重な体験を生
ります。今年もよろしくお願いいたします。
かして、常に今の私に何ができるのかを考え、新た
なテリトリーを求めて、より楽しくプレイ出来るよ
副会長 ハヤシマサアキ
うに臨んで行こうと思っています。本年もご指導の
新しい年を迎えられたことに感謝するとともに、
程よろしくお願いします。
Yサ委員長 福田 英生
この一年相変わらず楽しく元気でクラブライフを
楽しめますように‼
鈴木けいこ特別メネット
安田会長期も半ばを過ぎ、「いろいろと参加させて
いただいて楽しかったなぁ～! 」と、ウエストワイ
ウエストクラブ４０年の歩みの半分以上メンバーと
して在籍させていただき、奉仕活動やいろんな体験
ズの皆様に感謝! 夫婦ともども今年も大いにワイ
を通じて多くの方々と楽しく交流させていただきま
ズ活動を楽しみたいと思います。どうぞ、よろしく
した。活動を継続するためにもメンバー増強はワイ
お願いします。
福田仁美メネット
ズメンズクラブ全体での課題でもあります。今年も
また新たなメンバーに出会う期待に胸を膨らませ楽
今年は息子の大学入試から始まり、会社創業20
しみたいと思います。
ファンド 野田泰伸
周年と節目の年であると感じています。社員を
幸せにする会社作りに向けて最善を尽くしてい
新年明けましておめでとうございます。昨年はおか
きます。
CS 渡邊 昌嗣
げさまでスタッフも増え、会社として飛躍の年とな
りましたが、今年もチャレンジを常に心がけていき
あけましておめでとうございます。
たいと思います。プライベートに関しては家族も増
本クラブに入会させていただき、
早くも２年目のようです。感覚的には一年しか経っ
えましたので、家族サービスも怠らずに頑張ります。
CS 四方秀和
ていないように思っていたのですが、ご指摘が有
りビックリしました。今年は、もう少し貢献でき
新年、おめでとうございます。早いもので、つい
るように努力しようと思います。よろしくお願い
します。
Ｙサ 林 茂
この間入会させて頂いた感覚ですが、今年で3年目を
迎えます。今年は僕自身、勝負の年になると決意し
ています！「初心を忘れず、一歩でも前へ！」邁進
します‼
CS 胡内 大輔

12月14日役員会議事録 司会吉川副会長議事録制作者：河合交流委員長
〔報告事項〕
１、11/11 竹林ワークの報告
竹を10本程度伐採、雨の後で地面がぬかるんでいた
２、11/16 EMC例会の報告 ゲストスピーカー林裕人氏の講演をメイン
に、140名が集う盛大な例会となった。
３、11/19 リトセンオータムフェスタの報告 メンバー7名+徳義会より
先生１名、生徒8名参加。ジャンボ餃子は午前中に完売。
4、11/19 みやこふれあい祭の報告9名参加。焼きそばを250食販売、わ
らびもちは寒くてなかなか売れなかった。
5、11/22 5クラブ合同例会参加報告 センチュリー、エイブル、みやび､
東稜,ウェルの5クラブにてセントノームホテルにて開催、 ウエストより
3名参加。塚本EMC主査のスピーチ有り。ゲストが多数来られていた。
6、11/23 サバエ緊急復旧ワークの参加報告 台風の影響で倒れたサバエ
の木を一定の場所に運ぶ作業を行った。午前中30名程のワイズが集まり作
業｡午後早くに終えた｡福田・山田の2名参加。
７、11/25 YMCA･YWCA合同祈祷祭 YMCAが工事中のため、今年もYW
CAにて開催。インドのアウトカーストの人々が受ける様々な差別や抑圧に
ついて学び、グループトークを行った。牧野、山本、河合の3名参加。
８11/26 東京ひがしクラブ飯田メネット告別式 11/22ご逝去、11/26富
岡斎場で告別式、森田ワイズが参列｡クラブから献花。
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
12/11十勝山田ワイズより連絡あり、前週に大野理事に会われお話をさ
れたとのこと。締結は西日本区大会の式典の中ではなく別室で行い、懇親
会の席上で披露してはどうかとのこと。台北にはまだ話ができていない。
10、ファンド売上報告、みかん売上66箱、12/16滋賀青果。ケーキ売上1
0箱、代金はクラブで一括支払、後日集金。ポテト未納者4名あり。その他
醤油等、未納者あり。トップス次期会長より次期から十勝のポテトを取り
扱いたいとのことで、サンプルを渡し、十勝クラブを紹介した。味が全然
違うとのこと。
11 12/17(日) クリスマス例会について
ウエスト五輪ピックを行う。チーム毎にどの種目に誰が出場するか決める。
キャンドルサービスのコメットガウンは森田メネットが修繕。最後のロイ
ヤルホテルでの例会なので、お世話になったホテルマンの方にお花を贈る。
12、1/6(土) ＷＲＭ３クラブ合同新年例会について セントノーム平安の
間にて17：30登録、18：00開会。みやびホストでみやび25周年を兼ね
る。１部はみやび式典、２部は懇親会、例会の中でウエストの入会式を行
う。
13、使用済み切手の収集について MLで切り方等を流す。1/18役員会、2/
14役員会の２回で切手切りを行い、高坂主査へ送る。使用済み切手があれ
ば協力願う。
14、ウエストユニフォームの進捗報告 ウインドブレーカー＠6,500円、T
シャツ＠2,000円。この機会に揃えて注文すればよいのでは？色はモスグ
リーン。
15、ウエスト名刺の進捗報告 名刺の無い方は注文を。
16、会員登録簿について 新規にフォームを作成しエクセルで入力できるよ
うにした。従来のものを未返却が数名おられる。今後は書記が記載しても
よいのでは？
17、前期会計の締めと後期会費について 12月で締めて1～2月で各委員会
等の前期の予算の消化状況を知らせる。
18、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 たけのこ堀PTを組織し、委員長を角谷、協力者を澤田、草
野とする。交流+地域奉仕にて企画を進める。
19、入会候補者の紹介(中川由宇氏) 例会に３回参加。
プロフィール等詳細は配信済の会員推薦簿兼登録簿を参照。
20.上半期事業報告書提出のお願い
フォーマットを各委員長に送る。1/15（月）締切。
21.その他各事業委員会報告 （奥田）EMC例会 委員会の力合わせてでき
てよかった。ゲストが入会に繋がれば。（森田）大野理事の理事通信を読
んで下さい。（ブリテン）12月号 忘年会の曜日、吉川メネットの誕生日
に修正あり。（交流）台北DTクラブへ贈るクリスマスカードに記入下さ
い。
〔協議事項〕
1、京都部次次期部長の選出について ウエストから輩出しようとする意見
が多かった。日程的にも次々期で出たほうが40周年との兼ね合いでも都合
がよく、ウエストで受けるという方針となった。人選は1/25までに行う。
2. 2018年5月京都パレス、京都クラブとの3クラブ合同例会の参加につい
て パレス笹山会長より親子孫で行って歴史を振り返る機会にしてはどう
かとの提案があった。5/23ブライトンホテルにて開催。スピーカーは呼
ばず、親睦を図る企画。
3.一泊例会の計画について
〔他クラブ関係〕
1、他クラブ記念例会情報 トゥービークラブ プロレス例会 ウィング30
周年 12/15締切で6名参加。洛中30周年1/初旬の締切、例会案内時に出
欠を確認する。
2、12/9高槻クラブクリスマス例会訪問の件 EMC例会に高槻クラブ 西
野ワイズが参加下さったこともあり、岩本、河合の２名が参加。（本文記
事参照）
〔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、ＹＷＣ
Ａ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。
2.12/15クリスマスキャロリングコンサートの後援
聖母学院ハンドベルの御礼２万円予算より拠出。会長が当日持参。
3.ネパールチャリティーバザーについて 2/12に予定。ネパールYが運営
する孤児院の８人の子どもを支援するイベント。屋台は３クラブほどに協
力頂く。メインはバザーだが商品が不足している。提供いただける方は直
接YMCAに持参下さい。
【京都部関係】
１、京都部塚本EMC事業主査の活動報告
1/5よりYの教室が使用できる件、道具は地下にあるので、まずは受付に
声を掛けて欲しいとのこと。次々期の京都部長をウエストより輩出の件。
２、2/25チャリティーボウリング大会のお知らせ エイブルのホストにて
しょうざんにて開催、1/13締切。徳義会との合同チームでお願いします
と申込み時に書いておくか、実行委員会に連絡する。
3.3/25リトセンチャリティーゴルフのお知らせ
現時点で塚本参加、第２報が来たらまた連絡する。

【その他】
1.将来構想委員会の活動報告
・次々々期理事に関しての報告等。
・12月の理事通信と、8日に配信済の将来構想委員会からの資料を見
て欲しい。
2020年に向けて5年計画を立てている。14回委員会を開いて完成
した。全会員の運動とする。区報、会長・主査研修会、役員会、区大
会でアピールし、継続した形で委員会を組織する。京都部のワイズメ
ンはモデルになっている。ウエストの皆さんには是非読んでいただき
たく、話題にして欲しい。
2.第5回PR委員会 ワイズデーの収支報告 36万円近くを熊本YMCA
の復興支援に渡された。京都部ウェルカムページ 年間費用1,000円
直接PR委員会に支払う。
・2018～京都部役員決定の件
・2018IYC（韓国麗水）に市橋コメットが参加の立候補を行った。
〔議案〕
議案1、12月第二例会(クリスマス例会)の日程を12月16日から17日
に変更する。 登録費を以下のようにする。
成人コメット￥8000→￥5500（￥2500補助、メネットと同額）
未成年コメット￥5500→￥3500(￥2000補助)
児童・幼児(お子様メニュー）￥2500→￥2000(￥500補助）
ビジターは￥8000(実費相当)とする。
補助金は例会補助予算から拠出する。
承認
議案2、2018年5月の第二例会の予定を変更し、京都パレス、京都ク
ラブとの3クラブ合同例会とする。日程は5月23(水)の予定とする。
承認

議案3、澤田ワイズご紹介の中川 由宇(ユウ)氏の入会を承認する。
入会月は2018年1月とし、EMC・ドライバー委員会に配属とする。
承認
議案4、次次期京都部部長を京都ウエストから輩出する。
(京都ウエスト第40期)(京都部からの要請輪番により)(候補者未定)
承認
議案5、1月WRM３クラブ合同新年例会の登録費が予算を1000円上回
るので、その分を実費負担とする。
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
◆ 会議室利用について
すでにご案内させていただいておりますが、１階及び３階教
室について、１月から３月の会議の予約を受け付けております。
２．パネルディスカッション
中国、韓国、イギリス、フランス、日本の5カ国のユースが進
学や就職選択、キャリア形成、恋愛・結婚観など自分たちのラ
イフプランについてディスカッションし、未来をデザインして
いきます。
日時：１月１５日午後７時～９時 三条本館地階マナホール
３．ネパールチャリティーバザー
ネパールＹＭＣＡ支援のための国際協力募金拡充を目的に「ネ
パールチャリティーバザー」を開催いたします。 日時：２月
１２日（月・祝）午前１１時～午後３時 本館地階
４．春スキーキャンプ・プログラムお申込み受付
お申込み・お問合せ： 京都ＹＭＣＡウエルネスセンター
（ＴＥＬ）０７５－２５５－４７０９

２０１８年１月スケジュール
11日

木

三役会

18日

木

6日

木

1日

２０１８年２月スケジュール
木
三役会
19:30

8日

木

第一例会･総会

19:00

京都YMCA

22日

日

TOF例会

19:00

京都YMCA

２7日

木

第一例会・総会

（ｵｰﾌﾟﾝ役員会）
WRM合同新年会

京都部チャリティ
ボウリング大会

19:30

京都YMCA

19:00

京都YMCA

18:30

ホテル
セントノーム

後

報

後 報

しょうざん
ボウル

Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ
阿部和博・河合久美子（1/3) 山本幸仁（1/4）草野敬子（1/13）
安平知史（1/19） 立山隆一（1/26） 渡邊栄里（1/26）
Ｈａｐｐｙ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ
岩本敬子・清(1/13) 市橋清太郞・ちさ(1/15）
中原一晃・優子（1/22）

お世話になった東京ひがしクラブ飯場加代メネットのご逝去を悼み、
謹んで ご冥福をお祈りいたします。ブリテン･広報委員 中原一晃

