
「強い義務感を持とう！義務は全ての権利に伴う」
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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

人の子は仕えられるためではなく仕えるために、また、多く

の人の身代金として自分の命を献げるために来たのである。

マルコによる福音書大１0章４５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
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前月累計 89,000円
第一例会 0円
第二例会 16,000円

会 員
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前月累計
(内ポテト
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東北支援募金

第二例会

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

JWFは皆様の厚意によって支えられています。
個人やクラブの記念に合わせて献金をお願いします。

森本榮三JWF管理委員会（大阪高槻）

西日本区強調月間

ワイズとの距離 地域奉仕・環境委員長 加藤 秀行

安田期も早いもので後４か月とな

りました。が毎月行事が目白押しで

す。皆さんで協力して乗り切りましょ

う。私もウエストクラブに入会して

９年になります。曲がりなりにも役

目はこなしてきましたが私の信条と

しては時間を守ることと、例会や行

事には参加することを基本にしてきましたが、高

校時代での部活での習慣が大きく影響していると

思います。我クラブでも異業種の会員の集まりで

あり、それぞれ会社の業務形態も異なりますが例

会や行事にうまく調整され参加されていますし、

欠席の場合もほかのメンバーがカバーしています。

多くのワイズメンとコンタクトすることによりメ

ンタルやビジネスにも寄与していると感じていま

す。ニューメンバーの方には、まずは例会、行事

に参加してください。私の入会時は２５名のメン

バーでしたが今や３５名になりました。メンバー

が増えるのは結構ですが、一体感があるクラブで

あり続けたいものです。

新入会中川ワイズ自己紹介

弁護士として高齢者や障害者の

支援に力を入れており、就労支援

や高校での出前授業で、若者と関

わる機会もあります。ワイズメン

ズクラブでも、若者との交流、奉

仕の精神に基づいた活動を楽しん

でいきたいと思います。

第一例会(役員会)



ＡＮＡクラウンプラ

ザホテルにて、東日本

区栗本理事や西日本区

大野理事に台湾ＩＢＣ

大橋クラブそのほか区

部役員の方々をゲスト

に迎え、洛中クラブの

幅広い交流で東西たくさんのクラブから174名のメン

バーがお祝いに駆け付けた。第一部は、両クラブか

ら大本ワイズ、後藤ワイズの司会。大野信幸会長か

ら、嵐山クリーン作戦と銘打って地域を巻き込み大

変なごみ撤去を続けてこられた事、つばさ園の子供

たちも30年に渡っての支援のＣＳ事業に加え、今回

の30周年を記念して社会福祉法人日本介助犬協会を3

本柱として支援して行くとの挨拶があった。

そして今回のメーンプログラム富士五湖クラブと

の締結式が原淑子会長と大野会長を真ん中に、東西

両理事と国際交流（進藤、金澤）両主任が並ばれて

厳かに締結式が行われた。記念アクトはＹＭＣＡの

新事業保育園に洛中文庫として絵本が贈呈された。

そして介助犬「キャロル」のデモストレーションが

あり、車椅子の女性の指示に従い隠された携帯を探

して来るシーンはみんな感激し、高岡協会理事（医

師）のなめらかで力強い説明に聞き入った。介助犬

に対して、可愛いと触ったり邪魔をしないで、認識

として「暖かな優しい無視をしてほしい」と。決し

て人間に働かされている可哀そうな犬ではなく喜ん

で人間の為にしている行動であって、遊びの延長で

褒められるのが幸せとの事。人間の子供にも言える

かもしれない。介助犬グッズに富士五湖ファンドの

石など販売された。第2部は山内ワイズと三浦ワイズ

(富士五湖のメネットは全員メン)の司会で懇親会と

なり洛中クラブ富士五湖クラブの活動がプロジェク

ターで紹介された。お話していると、どちらのメン

バーも両想いのいい関係のＤＢＣだと思った。特に

音楽やアトラクションが入ることもなく賑やかにあ

ちこちで談笑の輪が広がった。最後に富士五湖の模

造のタイマツが用意され、～燃えろよ燃えろよー火

の粉巻き上げ天まで届け～をワイズメンらしく？全

員で合唱し、最後に西村和真実行委員長が気持ちい

いまま挨拶されて、終了となった。参加者：安田会

長、市橋、岩本、桂、加藤、金澤、河合、草野、角

谷、中原、林茂、牧野、森田、安平、山田

例年にな

く寒い冬で

あることを

実感するほ

ど風邪気味

のワイズメ

ンも多かっ

た例会でし

た。金澤ワイズが配布物と一緒にチョコもみんなの

デスクに配ってくださっているのを見て、やっぱり

素敵な方だと惚れ直しました。愛のある気遣いがみ

んなの心をあったかくしてくれました。例会では、

３月後半から目白押しになるたくさんの行事につい

て、それぞれの委員会が準備されている経過報告が

なされました。ウエストユニフォームも林副会長の

素敵なデザインでいよいよ発注です。サイズ見本を

みんなで試しながら、ワクワクしました。春からの

イベントで、活躍してくれそうです。また他クラブ

からの留学制度について、ウエストに留学希望のワ

イズメンがおられることは、本当に誇らしく嬉しい

ことであるが、制度として整理されることが必要で

はないかという意見で一致。依頼クラブに京都部・

西日本区に手続きの確認をしてもらえるよう、戻し

となりました。

2月9日（金曜日）京都ＹＭＣＡ

マナホールで京都ＹＭＣＡ創立12

9周年記念会員集会に参加して来

ました。参加者は30名でまず舟木

成一理事の感謝の祈祷とご挨拶が

ありました。そして神戸洋子様に

当日のテーマの保育・幼児教育の

変化と課題というお話をプロジェクターや神戸洋子

様ご自身のお言葉でご説明頂き熱い思いが伝わって

来ました。続きましてＹＭＣＡ三条保育園基本方針

を京都ＹＭＣＡ総主事加藤俊明様にご説明頂きまし

た。そして、参加者30名を４つのグループに分け、

それぞれのグループでこれからの保育園とどうかか

わり、出来ることがあるのかというグループ協議を

行い沢山の意見が出ました。最後に各グループの代

表者がグループ毎のまとめを発表しました。短い時

間でしたが出席者皆様の熱い思いが感じられました。

２月８日（木）
第一例会兼役員会 総会 報告

EMC委員 中野 かおる

２月３日(日)
洛中クラブ30周年･富士五湖クラブ15周年

ＤＢＣ締結式合同例会）報告 桂 厚子

2月9日(金)
京都ＹＭＣＡ創立129周年記念会員集会

Ｙサ委員 山本幸仁



京都ＹＭ

ＣＡ三条本

館でネパー

ルチャリティー

バザーが開

催されまし

た。ネパー

ルＹＭＣＡ

が運営する

養護施設支援のための募金活動を目的としたイベント

です。今年はＹＭＣＡ耐震補強･施設改修工事に伴い、

少し規模を縮小しての開催となりましたが、開店と同

時に多くの人で賑わい、バザーの売れ行きは好調で、

屋台も完売、会場は熱気であふれておりました。ご来

場いただいた方々には、物品バザーの他にもアジアン

フードの屋台、民族衣装体験、ネイルアート、マッサー

ジ、ネパールカフェなどを通じて、大人も子供も楽し

みながら異文化にふれあっていただくことができたと

思います。毎年こ

の企画を楽しみに

しておられるＹＭ

ＣＡの近隣の方々

も年々増えてきて

いるようです。ま

たＮＨＫ京都放送

局から取材に来られ、当日の夕方のニュースで放映さ

れました。今回の収益金は287,227円、笑顔のあふれ

る一日でした。

まだ工事途中

のYMCAでTOF例会

が行われました。

2017～2018京都

部の地域奉仕環

境事業主査の千

賀修ワイズが、

パレスクラブよ

りご参加頂きました。千賀主査よりTOF例会の趣旨説

明をして頂きま

して、ウエスト

の桂ワイズ、岩

本ワイズ、牧野

ワイズより、YMC

Aブランディング

について熱く語っ

て頂きました。その後、奥田ワイズ、中川ワイズ、澤

田ワイズのメンバースピーチですが、日頃の仕事の事

など非常に興味深かったです。たくさんのバースディ

御祝いの後、無事閉会！二次会は、ニュメンバーの中

川ワイズの歓迎会で非常に盛り上がりました！

相当遅くまで飲んでいたメンバーもいるとか・・・

曇天の中、

地味なチャリ

ティーボウリ

ング大会にな

りそうだった

のが、最終で

まさかのサプ

ライズが待っ

ているなんて、誰が想像できたでしょうか。全参加者

189名。クラブ対抗トーナメントは16クラブで対戦し

ました。安田会長は相手のストライクに圧倒されて、

1回戦で敗退しました。個人のボウリングの優勝者は、

キャピタルクラブの佐近さんの手に輝きました。今度

は飛び賞に期待して、注目していたのですがウエスト

は誰も受賞出来ませんでした。ところが、次のメネッ

ト事業主査賞で呼ばれたのは、ジャジャーン、ウエス

トの原田小夏さんです。まるで映画のシーンを見てい

るような感覚でした。私なりの見解で恐縮なんですが、

プレイ前に桂ワイズが、また子供を連れてきてゴメン

ねと私に云ったのです。そうこれが桂さんの隠れた気

遣いなんだと思いました。こんなピュアな心に神様が

ソダネーと言っている様に思えました。ご参加された

皆様、とってもお疲れさまでした。桂ワイズには、色々

な意味で感謝、ありがとうです。 参加メンバーは安

田会長・加藤CS委員長・野田&メネット・中原・桂&コ

メット&マ

ゴメット・

山本・福田

&メネット・

徳義会から

は山崎先生

と子供2名

の全14名。

Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ
安田繁治（3/1) 岩本敬子（3/8）角谷多喜二（3/9）

市橋清太郎（3/22）茂山智廣（3/24）森田恵三(3/25）

福田仁美（3/1) 中原優子（3/2) 森田直子 (3/15）

Ｈａｐｐｙ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ
林 正章・芳美（3/14)

2月12日（日）
ネパールチャリティバザー報告

Ｙサ委員 牧野 万里子

2月25日(日)
京都部チャリティボウリング大会報告

Ｙサ委員長 福田英生

2月22日(木)
ＴＯＦ例会 報告

ＥＭＣ委員 藤居一彦



2月役員会議事録
司会：林副会長 事録制作者：加藤CS委員長

〔報告事項〕
1 使用済み切手の収集について 今日の締め切りで収集を行
う。
2.ファンド報告、みかんファンド収益￥15612 ケーキは￥
4104
3. 上半期事業報告書について 各委員会より 提出を確認。
4.平安徳義会乳児院改装工事のお祝いの報告
1月31日お祝い金を吉田院長に渡しました。

5. 1/23ウイングクラブ、2/3洛中クラブ周年例会の報告
１月30日にエクシブ八瀬にて。IBCも参加され和太鼓も披
露。
6.2/22(木)TOF例会について
YMCAのブランディングの説明とニューメンバースピーチ。

7. 3/17(土)竹林ワークについて ４月の筍堀＆BBQの下準備
を予定。
8. 4/7(土)平安徳義会 桜祭について 当日は午前９時集合。

焼きそば250人前フランクフルト200本蕨餅100人前を
提供。
9. 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) 当日９時集合で熊本西は１２名参加表明あり、他
クラブは不確定。
10.4/21～22一泊例会の計画について 鳥羽１泊２日を予定。
40周年に向けての準備トーク。

11.台北DT、十勝クラブとIBCトライアングルの進捗報告
西日本区大会での紹介予定。

12. 5月23パレス・京都・3クラブ合同例会の計画の進捗。
13. ウエストユニフォームの注文確認
14. 各種献金の西日本区送金について

１月29日にBF及び後期会費2月7日区費献金振込。
15.4/8ウエストチャリティーダンスパーティーについて

4月8日（日）開催会費２０００円
16. その他委員会報告
・ヨスの世界大会ユースコンボケーションに市橋コメット
がに参加確定

【協議事項】
1.京都部他クラブ留学制度について
ゼロクラブの高倉英理ワイズの出向についての検討。

2.西日本区事務局員の推挙について 角谷ワイズを推奨。
【他クラブ関係】
1.（3/3グローバル) トゥービークラブ

2月14日（水曜）マハラジャにて開催。
2.（3/14CATT4クラブ合同) ゼロクラブ4月8日（日曜）開
催。

【YMCA関係】
1.2/12ネパールチャリティーバザーについて 商品の提供の
依頼。キャピタルクラブが担当。
2.福岡YMCAの奥村壮主事が逝去された。
【京都部関係】
1.京都部19クラブ合同交流会について 3月23日（金曜）に
入会2年未満のワイズを対象。
2.EMC事業主査活動報告 2月2日（金曜）会合予定でしたが
インフルエンザで次会に持ち越す。

３.2/25チャリティーボウリング大会のお知らせ しょうざ
んボウルにて14時受付15時開始。
4.3/25リトセンチャリティーゴルフのお知らせ 会長 立山
島田 塚本各ワイズが参加。

【その他】
1.将来構想委員会の活動報告 2月に区報を発行予定。内容は
過去の歴史など 通読を要望。

【役員会議案】
1.次期西日本区から西日本区事務局員の選出に対し、角谷多
喜治ワイズを推挙する｡ 承認
以上

【総会議案】
１、第３８期中間会計報告について 承認
以上

ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ
１．三条本館施設改修工事進捗状況だより

三条本館の耐震補強工事、保育園設置工事の内、耐震補強

工事は完了していますが、引き続き２階に開設する保育所

の保育室、事務室などの内装工事がおこなわれています。

２階の工事に関連して１階のロビーも工事範囲にあります

が、３月下旬に完成します。

◆ワイズメンズクラブ宛ての書類等のトレーキャビネットが、

三条本館１階事務所に移動しています。

◆会館の出入口が一部変更しています。

変更箇所は三条通側の会館壁面に掲示しています。

２．第２９回全国車いす駅伝競走大会

宝ヶ池国際会館前を出発、西京極競技場までの２１．３Ｋ

ｍを５つの区間に分けて駅伝を行います。ワイズメンズク

ラブのボランティアが、各中継所及び西京極競技場での選

手の介助を行います。

日時：３月１１日（日）午前８時 ～ 午後２時（雨天決行）

場所：(集合）宝ヶ池グランドプリンスホテル１階ロビー

（解散）西京極競技場

主催：全国車いす駅伝競走大会実行委員会

３．第５回The Y cup京都ミニバスケットボール大会

今年で５回目のThe Y cup京都ミニバスケットボール大会

を下記の日程で開催します。ぜひ応援にお越しください。

日時：3月17日(土）18日（日)午前8時30分～午後５時まで

会場：京都市横大路運動公園体育館

４．第１５回京都YMCA発達障がい児理解セミナー

「子どもの“育ち”を共に喜ぶ環境づくり」

特性のある子どもたちが抱える生きにくさや課題について、

市民の方々が理解を深め、子ども達が健やかに成長できる

社会作りを考えるセミナーです。

日時：3月21日(水･祝）午前9時30分～午後12時30分

会場：京都YMCA三条本館マナホール
参加費：１，５００円

内容：①基調講演 宮﨑 義博 氏

「感覚統合の視点を取り入れて“育ち”を応援する」

②対談講演 宮﨑 義博 氏＆小谷 裕実 氏

「特別なニーズの子ども達の“育ち”を応援する環境とは？」

２０１８年３月スケジュール

1日 木 三役会 19:30 京都YMCA

8日 木 第一例会・総会
（ｵｰﾌﾟﾝ役員会） 19:00 京都YMCA

10･11 土日 西日本区次期
会長･主査研修会 後 報 チサンホテル

17日 土 竹林ワーク 9:00 西山竹林

22日 木 第二例会 19:00
ロイヤルパーク
ホテルザ京都

２０１８年４月スケジュール

5日 木 三役会 19:30 後 報

7日 土 平安徳義会
さくら祭り 後 報 平安徳義会

8日 日 チャリティダンス
パーティ 12:45 ら・ボール

12日 木 第一例会 19:00 京都YMCA

15日 日 竹林筍堀
DBC交流会 9:00 西山竹林

21-22 土日 一泊例会 後 報 伊勢方面


