
「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

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

互いに愛し合いなさい。これがわたしの命令である。

ヨハネによる福音書 15章17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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YMCAと共に互いの立場と責務を理解し
“明日のリーダ―を今日育てる“

若者(ユース)の為のワイズであろう。
山川新一Yサ･ユース事業主任（京都めいぷる）

西日本区強調月間

次期会長・主査研修会報告 次期京都部国際交流事業主査 安平 知史

3月10日(土)～11日(日)の2日間、大阪

コロナホテルに西日本区エリアのワイズメ

ン150人が集結し2017年度 次期会長・主

査研修会が開催されました。ウエストクラ

ブからは、林次期会長、将来構想特別委員会 森田委員長、

そして、次期京都部国際・交流主査の私の3名で参加です。初

日はクラブ会長と主査の役目、西日本区及び国際の現況報告、

次期、理事、事業主任活動方針など休憩を挟みながら13：00

～18：30まで。睡魔と闘いながら、しっかりと勉強ができま

した。その後の懇親交流会もワイズ談義をしながら盛り上がっ

ていた様ですが、私は前日の金曜日より風邪？の影響か？体

調不良で早々にホテルへ帰り爆睡しました。2日目は早天礼拝

よりスタートし各事業ごとに分かれ、私は国際交流の部屋へ

行き、主任さんよりレクチャーを受けまして。その後は昼を

挟み各部ごとに分かれ、クラブ会長さんたちへ部長はじめ、

主査が方針、活動計画を発表。進行もスムーズに終了～閉講

式。LD委員さんのきめ細やかなサポートもあり本当に充実し

た2日間で、特に将来構想特別委員会さん

の「西日本区新生ワイズ起こし運動」につ

いては、西日本区メンバー全員が一丸となっ

て取り組まないといけない事業だと改めて

考えさせられました。と、いうことで7月からは国際交流主査

としてのお役目がスタートです。献金、ファンドの件と交流

の2本柱。盛りだくさんです。汗； ワイズの魅力の奉仕活動

はもちろんですが、その活動の中から生まれる「沢山の出会

いから広がるご縁」はワイズ活動にとって非常に大きな魅力

だと思っております。もっともっと、交流の輪を積極的に広

げて頂く為に、IBC,DBC締結につながる情報発信、また、西日

本区中井国際・交流主任とも連携し締結のお手伝いが出来れ

ばと考えています。また、DBCやIBCでなくても、まずは、合

同例会、周年例会、部会、区大会、国際大会等へと積極的に

参加していければ、交流の輪も広がっていきます。主査主題

「世界に広げよう！ワイズNET WORK」。いやいや。頑張らな

アカン。皆さん、次期はどうぞ宜しくお願い致します！！

第一例会(役員会)
105,000円

0円
10,000円



標記の記念例会がウ

エストクラブのかつて

の例会場であるリーガ

ロイヤルホテルで開催

された。16：00からの

第１部・式典の圧巻は

25周年記念事業プロジェ

クトの報告会である。

世界最貧国ネパールの

首都カトマンズから片

道約5時間、デコボコ

の悪路を車に揺られ川

を渡り、漸く辿りつく

山岳地帯に学校を建設する過程と現地を訪問した若手

会員14名の様子が生々しい映像を交えて報告された。

教育を受ける機会のない少女達がインド等国外の売

春街に人身売買される不幸な末路を防止し、現地で出

会った子どもらの笑顔がいつまでも絶えないことを願っ

て奮闘するメンバーの姿に、ＩＢＣ（台中エバーフロー）、

ＤＢＣ（熊本・宇都宮）を含む内外約35クラブのメン

バー等約230名出席の会場には、感動が渦巻いた。ま

た、チャーターメンバーを含む20年以上在籍者への感

謝状贈呈や21期～25期入会新入会員の披露が行われ、

グローバルクラブの更なるエクステンションを確信し

た。10周年記念時に制定されたグローバル宣言―未来

へ向かって―の唱和・確認による例会運営など、親ク

ラブであるパレスクラブスピリッツを継承し続ける姿

勢にも学ぶべきところがあった。18：00からの第２部

は、マジックによる意表をつく挨拶者（副会長）の登

場で幕を開け、ＧＡＫＵによる出席者を巻き込んだイ

リュージョン・ライブは大いに盛り上がった。記念例

会の熱気に触発されたウエストクラブの参加メンバー

（安田会長、林副会長、岩本、河合、桂、牧野、草野）

全員は、二次会へとタクシーを駆使して移動し、時間

の経つのも忘れて、ウエストクラブの活性化について

語り合った。

京都ＹＭＣＡ三条本館 地階マナホールで卒業リー

ダー祝会が行われました。第一部の始めに讃美歌を一

同で歌い、その後成井斐南リーダーによる聖書の朗読

がありました。その後に日本キリスト教団兼松豊牧師

による卒業リーダーの皆さんに奨励・祈祷を拝受され

ました。第二部は卒業リーダー紹介があり、今回は11

名（2名はインフルエンザの為欠席）の卒業生に対し

て加藤総主事そして合田Ｙサ主任・青木会長（トゥビー

クラブ）が祝辞をのべられました。最後に現リーダー

が40数名と私達参加者の前で、リーダー一人ひとりが

3～4年間の思い出を語られ、感極まって涙するリーダー

や話の途中で頭が真っ白になり、後の言葉が出ないリー

ダー等、個性あふれるメンバーのスピーチでした。

（ちょっと感動ものでした！！）第三部は祝賀パーティー

が1階のロビー辺りで開催された様です。卒業リーダー

皆さんと楽しいひとときがすごせました。

充実の竹林ワーク。4月の「DBC交流竹林BBQ」を控

え、加藤地域奉仕委員長を中心に竹林ワークを行ない

ました。当日の参加人数を見越して、各チームに別れ

ての作業。中原ワイズを先頭に、新たな竹製のベンチ

づくり（風情といい、座り心地とい

い、素敵です）。市橋ワイズ親子に

よるBBQ用のカマドづくり（しっかり

としたつくりで、活躍してくれそう

です）。女性陣を中心に、周辺の整

備（岩本・河合・中野ワイズ、ありがとうございます）。

そして、福田ワイズの縦横無尽な行動！（笑）僕も大

学インターン生を連れて参加し、主にベンチづくりを

行ないました。これまでにあまりない経験で、リフレッ

シュしてくれたようで、出始めたばかりの筍を掘った

りもして、見付けるのも上達しているようでした！最

後に、あまりハードルを上げるのもよくないですが、

市橋ワイズによる「これまでで一番の竹林ワークでは

ないか？」とのお言葉も頂き、充実の竹林ワークを終

えました！BBQが楽しみです！

3月22日（木）ロイヤルパークホテル ザ 京都（第二

会場として初めて利用）にて、ゲストスピーカーであ

る關つぐみ様(京都ＹＭＣＡ所属)及びゲストとして山

川新一西日本区Ｙサ・ユース事業主任、合田太一京都

３月３日（土）京都グローバルクラブ

創立25周年記念例会報告

交流委員 草野 功一

３月１７日(土) 竹林ワーク 報告

EMC・ドライバー委員 胡内 大輔

３月１１日(木) リーダー祝会 報告

会長 安田 繁治

３月２２日(日)Ｙサ例会報告

直前会長・交流委員 角谷多喜治生



部Ｙサ・

ユース事

業主査を

迎えＹサ

例会が開

催されま

した。例

会開催場

所として

利用する

のが今回初めてということもあり、メンバーも少し戸

惑いながらのスタートでした。林茂ワイズの食前の一

言、主任・主査のご挨拶の後、ゲストスピーカーの

「ワークショップとネ

パール訪問報告会」…

特にこのワークショッ

プは「ちがいのちがい」

という問いかけで…世

の中にあっていい「ち

がい」とそうでない

「ちがい」という…大変考えさせられる（深く真剣に

討論し易い手法のワー

クショップ）プログラ

ムでした。その後、ハッ

ピーバースディ・アニ

バーサリーと続き福田

ワイズのニコニコ、Ｙ

ＭＣＡソング斉唱、最

後に閉会点鐘。参加者

は総勢31名。二次会は同ホテル内のレストランで良く

冷えたビールで乾杯後ゲストの主任・主査を交え和気

あいあい時間を過ごしました。

ワイズメンズクラブ京都部の2年目までの会員を一

同に集い、新しい企画が今回の合同交流会という形で

おこなわれました。各クラブの会長、委員長を含めて、

総勢約50名程度の方が集まるという予想以上の集まり

となりました。その中で、入会して日の浅いもの同士

も幾人かの方と交流ができましたが、私を含めて、ワ

イズのことをまだよくわかっていない人も多く、今回

の交流を通じて将来のワイズメンとして互いを励まし

合うことができました。こういった活動を通じて思う

のは、クラブの活動内容ということもあるのですが、

結局のところクラブの魅力は、そこで「出会う人」に

よって決まるのだということです。改めてウエストク

ラブの素敵さの発見と、この先新しい方が入られたと

きに、自分もそういった魅力のあるワイズメンとなり

たいと感じた交流会でした。

晴天の瑞

穂ゴルフカ

ントリーク

ラブでチャ

リティーゴ

ルフは開催

されました。

ウエストク

ラブ出場者

は、安田会

長、立山キャ

プテン、島

田次々期部

長そして塚

本の4人です。チャリティーゴルフと言っても、やは

り他クラブの皆様には負けたくありません！強敵は岡

西プロ率いるプリンスクラブ！コンペ嵐の竹山洛中ク

ラブ！今回は出

場していない猛

者もおられます

が、ウエストク

ラブも安田会長

を先頭に戦いま

した！今回５０

数名といつもよ

り少し少ないチャリティーでしたが、Ｙサ合田主査の

下、京都クラブの皆様が頑張っ

て頂き、１０万円近くのチャ

リティーが集まりました！

ウエストチームは今回クラブ

対抗では2位以内には入りま

せんでしたが、商品は全員が

ゲット！美味しいビールを飲

んで楽しく帰りました！

Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ
藤居一彦（4/2) 胡内陽子 (4/13）

Ｈａｐｐｙ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ
奥田 英詔・いずみ（4/6)

渡邊 昌嗣・栄里 （4/13)

森田 惠三・直子 （4/20)

３月２３日(金)

京都部19クラブ合同交流会

CoLLaboにて ＥＭＣ委員 奥田英詔

３月２５日(日)

チャリティゴルフ 報告

京都部ＥＭＣ主査 塚本 勝己



3月8日役員会議事録

司会：吉川副会長 議事録制作者：福田Yｻ委員長

〔報告事項〕
1 2/12ネパールチャリティーバザー報告 ネパールYMCAに約28万

円の募金実施 野菜売りやカフェなど出店当日NHK取り上げ放送。

2.2/22(木)TOF例会の報告 桂ワイズ・牧野・河合によるYMCAブラン

ディングのプレゼン説明会 その後中川ワイズの歓迎会を実施

3.2/25チャリティーボウリング大会の報告 参加者は190名 メンバー1

1名+徳義会3名 受賞は桂マゴメット(原田小夏)、景品は米10キロ

4.3/3グローバル周年記念例会の参加報告

台湾のIBCクラブなどで総勢約200名 ウエストメンバー7名参加 25

周年ネパール記念アクト・小学校の建設報告

5.3/5京都部EMC事業懇談会報告 塚本EMC主査進行のもと、主任

も出席 理想会員数は30～40人クラブ会費にはばらつきがあり、提

起事項 ロータリー・ライオンズクラブとの比較検討 KBS京都でラ

ジオCM検討 YMCAソングの歌入れ メンバー高齢化の対処

6.3/10～11(土日)西日本区次期会長・役員研修会について

大阪コロナホテル 安平次期交流主査、森田将来構想委員長参加

7. 3/17(土)竹林ワークについて 角谷PT委員長のもとで作業内容

バーベキュー大会の準備 整備・いす作り、竹の子採り場確保

8. 3/22(木)Ｙサ例会について

主にYMCA關つぐみ職員のワークショ ップ(全員参加)形式・ネパー

ル訪問についての報告会 YMCA主査・主任ゲスト参加

9. 4/7(土)平安徳義会 桜祭 集合時間は9時 3時解散2年ぶりの実

施 出店はやきそば250食、フランクフルト200食、わらび餅100食

10.4/8(日)ウエストチャリティーダンスパーティーについて

参加費2000円 時間 1時30分～ 3時間 可能なメンバーに準備の

お手伝いの依頼 チャリティー景品の提供のお願い

11.4/14(土)熊本にしクラブ接待＆交流会について 熊本にし参加14

名 東映太秦映画村 PM6時30分～京都駅がんこで交流会予定

12. 4/15(日)竹林たけのこ堀イベントペンタゴン交流会について

参加費3000円 熊本にしクラブは宿泊先からJRで長岡京まで移動、

そこからメンバーの車で送迎する。メンバーは9時集合、開始は10時

から。連絡先は角谷PT委員長まで

13. 4/21～22一泊例会について 伊勢神宮 日程表・旅費はメール送

信 集合AM11時30分 弘弁当昼食配り宿鳥羽ビューホテル 朝ま

でワイズ予定服装は正装が厳守(忘れると清宮入れないのて注意)

旅費約\26900メンバーの身を清めることで心機一転が目的

14. 5/18～20十勝クラブ山菜例会について メンバー参加8名 飛行

機のチケットの予約上、募集は締め切り。セグウェイで自然森の散

策企画は実施できないかも。

15.5/23パレス・京都・3クラブ合同例会の計画の進捗 京都ブライトン

ホテル 16時30分～ 会費6500～7000円 森田ワイズ話・15分 アト

ラクショ ン予定 粉川ワイズ入会式予定

16. 5/12次期役員研修会開催

会場 三条YMCA 5月12日 15時～19時 親睦会を予定

17各種献金の西日本区送金について 後期区費 西日本区大会 33

名分 \247500 連絡主事会費 \2000 特別メネット会費 \4000
献金 Yサ・ユース 37名分 \74000 CS \55500 RBM \29600

TOF 51800 FF \29600 YES \18500 計\259000

18.6/9～10西日本区大会の登録について 月末までに岩本まで

【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.他クラブ例会情報（3/14CATT4クラブ合同他)
北京都フロンティア 4月17日 ゴルフコンペ

2.（3/14CATT4クラブ合同) ゼロクラブ4月8日（日曜）開催。
【YMCA関係】 .3/11YMCAリーダー卒業祝 安田会長 参加
【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。

【その他】
1将来構想委員会の活動報告
西日本区報に活動の要旨を掲載されるので必読 ワイズ起こ
し運動を参考にして個人の意識を高める。

ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ
１．三条本館施設改修工事進捗状況だより 京都YMCA三条本

館の耐震補強・改修工事が終わり２階フロアにYMCA三条保育

園が開園します（入園式 ４月２日（月））。後日、会員の

皆様を対象に、お披露目会を予定しております。
２．YYYフォーラム、仲間を増やし、定着してもらえるコ
ミュニケーションをテーマに開催します。ワイズメン、YMCA

スタッフ、ユースボランティアリーダーが、立場や世代を超

えて共に考え、アイディアを出し合う機会です。

日時 ４月１０日（火） 午後７時 ～ ９時

会場 京都YMCA三条本館 マナホール

内容 新しいメンバー（リーダー）をどのように増やし、

組織を活性化していくか

①基調講演： 吉原 亜美 氏「陽のコミュニケーション～

絶対的に強運の人が大切にしている事～」

②グループミーティング、発表まとめ
３．「みんながつながる」YMCAデー

東日本大震災から7年、そして熊本地震から2年。見た目の

復興が進むとともに、人々の意識が弱まり、支援活動も少な

くなりつつあります。しかしその一方で、継続的な支援活動

はこれからも必要です。中日本地区YMCAでは、震災被災者の

支援活動にご協力を呼びかけること、被災された方々の復興

へ後押しとすること、またリブランディングによって生まれ

変わったYMCAを多くの方に知っていただくことを目的に、２

０１８年シーズン阪神タイガース主催、対東京ヤクルトスワ

ローズ戦を協賛します。ぜひご参加ください。

日時 ４月１４日（土） 午後２時 試合開始

会場 阪神甲子園球場

２０１８年４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 9:00 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

２０１８年５月スケジュール

10日 木 三役会 19:30 京都YMCA

17日 木 第一例会・役員会 19:00 京都YMCA

12日 土 次期役員研修会 15:00 京都YMCA

20日 日 京都部EMC
ゴルフ 後報 後報

23日 水 第二例会(合同) 18:30 ブライトンホテル

【役員会議案】3月Yサ例会においてネパールYMCAへの活動
支援金として、京都YMCAにYサ事業予算から\10000を寄付
する。 承認

【総会議案】次期事業委員長、下記の通り選出する。

Ｙサ・ユース委員長 山本幸仁氏
地域奉仕・環境委員長 岩本敬子氏
ＥＭＣ委員長 中野かおる氏
ドライバー委員長 佐治幹生氏
ブリテン・広報委員長 林茂氏
ファンド委員長 奥田英詔氏
交流IBC/DBC委員長 市橋清太郎氏
メネット連絡員 鈴木けいこ氏 承認


