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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

西日本区強調月間

語

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
竹園 憲二司 (京都ZEROクラブ）
主題 “Ａｌｌ Ｈａｎｄｓ ｏｎ Ｄｅｃｋ ！”

京都部部長

えリーダーシップを身に着けてください。
船木順司ワイズリーダーシップ開発委員長（京都トップス）

今月の聖句
心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、
あなたの神である主を愛しなさい、また、隣人を自分のように
愛しなさい。

Read y to fly

第３８代
会長主題

リーダーシップ無くしてリーダーに非ず！クラブ､部､区､
あらゆる機会に学びの場が存在します。その機会を学びと捉
えるか否かがリーダーの資質の違いです。全てを有意義に捉

一歩前進と調和 皆さんと共に

YMCAサービスと私の活動

ルカによる福音書

第10章27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

Yサ委員長 福田 英生

2007年12月にウエストワイズメンズクラブの一

覚えています。環境からYサの活動のタイミングに

員とさせて頂いて、まずやったといえるのは環境

変わったのはこの頃です。委員を経て、責任のある

奉仕の継続的活動だと思います。繰り返す事で、

委員長に抜擢されたのです。以前から関心を持って

大きな楽しみや喜びを奉仕活動をすることで自分

いたYMCAと関わるワイズ活動は恒例行事以外はどん

に自信がついてきている様に思いました。はにか

な活動があるのだろうかと細やかな興味を持ちまし

み屋さんの性格で人前で話すことがとても苦手で、

た。私の知らないYの活動が10以上もあるというこ

あがってしまって最初は悪い印象だったと自己評

とを知りました。改めてY活動の底知れない深さを

価していました。でも変われたと思うきっかけに

知ったのです。でもメンバーの方に、これを全部や

なったのは、メンバーから自分が心から楽しまな

る必要はないと言われたときは、やれる活動のみ頑

いと、とても人を楽しませることは出来ないと教

張ろうと思いました。今は駆け出しの委員長ですの

わった時です。そう考えてみんなと一緒に接していると今ま

で事後報告が出来るように一つひとつをこなしていけばいい

でにないほど自然に力が出て不思議に感じました。自己分析

ぐらいに留めておこうと。YYYフォーラムでは、人間形成にも

してみると、私の長所は明るさと天然な性格、まじめにコツ

役立つセミナーなどもあるんだなと、出会いを大切にして、

コツとお役立ち精神を高めようとしていることだと思います。 何よりも、誰よりも自分が一番楽しんでやろうという意気込
いつかのメンバースピーチで公言したことは、自分の出来る

みが生まれました。昨年の12月で丸10年を迎えて、中堅会員

範囲の活動しか出来ませんが、やるとなれば一生懸命猪突猛

として階段を一段一段、昇っていこうと思いますので、末永

進に頑張りますと言っていたのが、まるで昨日の事のように

くご指導いただければ、幸いに存じます。

メンバー数

会
員
広義･功労
特別ﾒﾈｯﾄ
合 計

32名
3名
1名
36名

4月出席率87.1％
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ含む
3月出席率90.3％

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

23名
0名
1名
0名
0名
0名
24名

第二例会(一泊)

ニコニコ

メ
ン 23名 前月累計 105,000円
0名 第一例会
広義･功労
0円
2名
メネット
第二例会 10,000円
2名
コメット
0名 累 計 115,000円
ゲ ス ト
0名
ビジター
合 計

27名

ファンド

前月累計
ポテト
他商品

合計

782,074円
円
40,000円
822,074円

東北支援募金

前月累計
4月
合 計

円
円
円

４月７日（土）
徳義会さくら祭り報告

書記 市橋清太郎

平安徳義会の乳
児院の建物立替工
事により、昨年は
中止になった春と
夏のお祭りでした
が、2年ぶりに再開
されました。しか
し、前日の雨の影響でグラウンドが使えず、食堂と
新しくできたさくらホールでの開催となりました。
京都ウエストでは定番の「焼
きそば・フランクフルト・わ
らび餅」を提供しました。ちょっ
と会場が狭く、焼きそば係り
は厨房での調理にほぼ専念し
てもらっていたので、舞台で
何かやってても、見えない、わからない状況で、申
し訳なかったですが、舞台では会長の挨拶、子供達
の演舞、地元の中学校吹奏楽部の演奏
など、いろいろな催しがされました。
屋台には徳義会の高校生もお手伝いに
来てくれましたが、もうちょっと交流
を持てるやり方はないかな～と考えた
いと思います。帰りに新築の乳児院を
見学させてもらいました。とても明るく、かわいく、
そして機能的な建物でしたが、この建物が定員で満
たされないことを祈りつつ、会場を後にしました。

４月８日（日）
ウエストチャリティダンス大会 報告
ファンド委員 野田泰伸
ラボール京都で第７回チャ
リティーダンスパーティーが
開催されました。金澤ワイズ
の指導のもと、会場設営と進
行の準備がそれぞれ担当ごと
に進みました。ダンス曲の担
当は市橋ワイズと林茂ワイズ
です。パーティー中、絶対に
気を抜けない緊張感漂う役割
です。予定通り準備が整い、
安田会長から趣旨説明を交えて開会の挨拶でパーティー
スタート。エントリーされた方が次々と日ごろのレッ
スンの成果を披露され、華麗にダンスを踊られる姿
は素敵でした。金澤ワイズはじめスタジオＤＤスタッ
フの皆様のご協力でプログラムがスムーズに進行す
ることができ、無事終了することができました。本
当にありがとうございました。今回の収益金は熊本
震災支援に使わせていただきます。エントリーいた
だいた皆様はじめ、当日運営のお手伝い、またチケッ
ト購入のみでご協力いただいたメンバーに感謝です！

４月１０日（火）
Ｙ.Ｙ.Ｙ.フォーラム2018報告
Ｙサ委員会 桂厚子
まず竹園部長の挨拶があった。吉原亜美氏の「陽
のコミニュケーション」フランクで親近感いっぱい
の基調講演。会話の中で負の言葉は使わない。笑顔
の頷き。そして私達仲間を増やす事に必死ではなく、
いかに自分がＹＭＣＡ、ワイズにワクワク感を持っ
てエンロールしているか、相手に伝えているか、だ
と言い切られた。当たり前の話をされていたのだが
改めて教示いただいたと思う。その後ワイズ､リーダー､
ＹＭＣＡで少人数に分かれグループミーテング、人
前で話すのが苦手というリーダーの初々しい顔をみ
ながら、卒業していく時の彼らの逞しさを思い浮か
べた。そのあと何人かのリーダーが前に出て将来の
夢を話してくれた。最後の合田Ｙサ主査の挨拶は、
夜桜フェスタと同日開催ではなく、日ごろ会えない
リーダー達と交流するための今日の企画であったと
の事。実際３０人以上のリーダーと交流は新鮮だっ
た。ワイズメンも４０人以上だった。参加者は市橋、
福田委員長、桂、IYC韓国参加の決まっている市橋さ
らちゃんが参加。意義のあるいい会でした。

４月１４日（土）
熊本にしＤＢＣ交流会報告

交流委員 草野功一

当日11時、空港リムジンバスで京都駅に到着した
熊本にしクラブの参加（飛行便組）主流メンバー
（メン５名、メネ２名、コメ４名）を出迎え、アパ
ホテル京都駅前で新幹線組（メン２名）やゲスト
（周さん）と合流、ウエスト・メンバー（６名）と
ともに、京都駅前「イタリアンクアトロ」にて、顔
合わせを兼ねた昼食会が持たれた。昼食後、ＪＲ太
秦駅経由により「東映太秦映画村」において、ウエ
ストメンバー（メン３名、メネ１名）と合流した。
太秦映画村では、合同の引率・案内ではなく、それ
ぞれが思い思いの施設、ショー、体験とみやげ物・
飲食店巡りを楽しんだ。「チャンバラ辻指南」では、
三枚目アクション・スターの資質を見込まれた塚本
メンが、シナリオに反して指南役者に胴切りされる
ハプニングにより、熊本にし・ウエストメンバーほ
か、多くの観客を沸かせた。大江戸大道芸劇場では、
塚本メンの後釜を狙う新星・中野メンが「南京玉す
だれ」の女芸人を演じて素質を開花させ、これから
のおはこ（十八番）になりそう。熊本にしの宮田一
家のコメットは、半日近く忍者になり切り、「ちびっ
子忍者」生活を満喫
されたようである。
午後７時から「駅
前がんこ」において、
岩本悟直前理事の乾
杯の音頭で幕を開け
た交流懇親会は、熊

本にし（メン10名、メネ２名、コメ４名）のほか、東
京西(高嶋)､大阪西（井上）､神戸西(加茂）からの参
加者があり、西連合とＤＢＣ合同の、賑やかな文字ど
おりのペンタゴン交流会となった。(ウエスト参加者
は、安田会長・林副会長らメン15名、メネ２名)交流
会では、新幹線で会場に駆け付
けた熊本にし・吉田メンの到着
を待って、先着の新妻・咲紀メ
ネとの結婚を祝福するマジシャ
ン・宮田ワイズによるハッピー・
サプライズ・ショーが行われ、
感激するカップル共々、参加者一同大いに盛り上がっ
た。また、亀井純子会長からは、１０周年を機とした
新クラブのチャーターが披露され、熊本にしクラブの
パワーを目の当たりにすることとなった。親睦会での
交流に物足りない（？）、年齢に関係のないエネルギッ
シュなメンバーは、翌日の竹林ＢＢＱ交流予定をもの
ともせず、更に二次会へと足を運ばれたのであった。

４月１５日(日)
Ｙ竹林ＢＢＱ＆筍堀報告
澤田ドライバー委員 澤田長利

熊本にしクラブ、東京西クラブ、大阪西クラブ、神
戸西クラブ、大野西日本区理事理事メネット、ゲスト
を加えて50名以上で大竹林BBQ大会を開催しました、
前日まで雨の状態がわからなく開催か中止かで役員会
でも問題になっていましたところ角谷竹林PT委員長が
気象予報士のような細かな情報を元に開催を決定いい
たしました、当日朝から雨の為にメンバーでテントを
貼る作業から始まりました、開始の10時でも雨は降っ
ていましたが沢山の参加者のもと
各クラブが集まり開催されました、
安田会長の挨拶から他クラブ参加
されておられる会長さんや大野理
事からの挨拶をいただきました、
泥んこの足元の中、皆さんこぞってたけのこ堀を楽し
んでいただきました、今年は去年に比べたけのこは豊
作で竹林を見渡しても沢山のたけのこが顔をだしてお
りまして、大収穫となりました。またバーベキューコー
ナーでは掘りたてのタケノコのホイル焼きを食べてい
ただいたりまたタケノコご飯やタケノコパスタ数種類
などを作ってタケノコを堪能していただきました、そ
して皆様沢山のタケノコをお土産としてお持ち帰りた
だきました。また帰りには長岡天神を散策していただ

き、それぞれ帰路に着いていただきまし
た、天候不純の中沢山の参加者に参加し
ていただきまことにありがとうございま
した。
2日間の動画はこちら→

４月２１-２２日（土日）
ウエスト一泊例会
E地域奉仕・環境委員

渡邊昌嗣

伊勢に一泊例会に
行きました。集合場
所のアバンティ前八
条口貸切バス乗降場
で、驚いたのは予約
制になっており時刻
表があり、10分以内
の停車は無料という斬新な場所になっていました。で
かいクーラーボックスと弘焼肉弁当を積み込み、塚本
ワイズの切れたトークと共に出発です。まずは禊を払
いに夫婦岩のある二見興玉神社へ、そして鳥羽ビュー
ホテル花真珠へ到着です。そのままラウンジにて例会
の開会です。例会では次々期島田京都部部長よりこれ
からの予定とキャビネットメンバーの報告がありまし
た。閉会の後、露天風呂を満喫し、浴衣で夕食です。
その後の朝までワイズでは40周年記念例会についてそ
れぞれの想いを語り合いました。二日目は猿田彦神社、
下宮の多賀宮、下宮を参拝し、内宮へ。五十鈴川御手
洗場、瀧祭神に住所と名前を告げ、正式参拝に参りま
した。御神楽をあげ、内宮の内部の石畳に入り参拝で
した。安田会長の二拍手からの入りには宮司と共に驚
きましたが無事に参拝を終え、おかげ横丁で昼食を取
り帰路に着き
ました。二日
間参加メンバー
としっかり交
流が持て、楽
しい時間を共
にできました。
Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ
四方秀和（5/19)
安平春美 (5/6）奥田いずみ (5/15）
Ｈａｐｐｙ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ
阿部和博・和美（5/1)
桂厚子・五郎 （5/18)
草野功一・敬子 （5/18)
藤居一彦・美幸 （5/20)

4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、3/10～11(土日)西日本区次期会長・役員研修会の参加
報告 参加者：3名より報告。
2、3/17(土)竹林ワークの報告 4月15日（日）に向けての準
備ワーク。ベンチ修復・かまど修復。 加藤CS委員長
3、3/22(木)Ｙサ例会の報告 ロイヤルパークホテルザ京都
で初めての例会、ゲストスピーカーとして關つぐみ様（京都
YMCA）、「ワークショップとネパール訪問報告会」山川Yサ・
ユース事業主任、合田Yサ主査 福田Yサ委員長
4、3/23京都部19クラブ合同交流会の報告
入会2年までのメンバーの集い、ウエストから6名全クラブ
から40名参加 安田会長
5、3/25リトセンチャリティーゴルフの報告 ウエストから4名
参加､5位､15位､18位、20位、クラブ優勝はプリンスクラブ
立山EMC委員長
6、4/7(土)平安徳義会さくら祭の報告
室内で開催。フランクフルト100食・わらび餅200食・焼きそ
ば200食 加藤CS委員長
7、4/8(日)ウエストチャリティーダンスパーティーの報告
チケット68枚販売、売上183,00円 収益104,578円 54,578
円を 熊本震災募金へ予定
金澤会計
8、4/10(火)YYYフォーラムの参加報告 マナホールで開催、
4名参加、今回はYYYフォーラム単独での開催で内容も良
かった。
福田Yサ委員長
9、4/14(土)熊本にしクラブ接待＆交流会について 行程の
説明、19：00～がんこで交流会を行う。角谷PT委員長
10、4/15(日)竹林筍堀イベントについて(ペンタゴン交流会)
雨天中止の場合の説明。中止する場合の連絡時間の説明。
角谷PT委員長
11、4/21～22一泊例会の計画について
行程の説明。注意事項の説明。
島田Dr委員長
12、5/12次期役員研修会開催のお知らせ YMCAで15：00～
19：00、開催その後、懇親会
林次期会長
13、5/23パレス・京都・3クラブ合同例会の計画の進捗
18：30～ブライトンホテルで開催、粉川様の入会式（15分内）
安田会長
14、6/9～10西日本区大会の登録について
9日12：30分開会、現在26名登録
岩本書記
15、6/23(土)引継ぎ例会PTの進捗状況
役員会後PT委員会開催 金澤PT委員長
16、各委員会事業報告書の西日本区への提出の報告
今までは各委員会で提出していたが、今回はクラブでまと
めて提出した。今後このやり方を継承したい。 岩本書記
17、その他委員会報告 ファンド委員長から玉ねぎ4/25以
降 配れます。引き続きワインもお願いします。
各委
員長
【協議事項】
1、京都部他クラブ留学制度について 制度の詳細を説明う
ける、高倉ワイズからの手紙の林次期会長より紹介安田会
長
2、5/6サバエキャンプ場リボーンキックオフパーティーに参
加の検討 クラブ対抗フードコンテスト開催・角谷ワイズをリー
ダー（シェフ）として。近日中に出場の可否をYサ委員会で
検討する。 岩本書記
【他クラブ関係】
1、4/28神戸ポート30周年、5/12近江八幡・西宮・広島70周
年合同 書記から報告 岩本書記
【YMCA関係】
1、サバエの今後について 今後3年以降のサバエキャンプ
場の運営の方向性を検討する。 阿部連絡主事
2、その他連絡事項 本日からYMCAの三角マークが無くなっ
た。その他、新たな動きの説明。 阿部連絡主事
【京都部関係】
1、4/13 次期Yサユース事業懇談会 YMCAで開催。
林次期会長
2、EMC事業主査活動報告 主査から説明。塚本EMC主査
3、5/20京都部EMCゴルフ大会のお知らせ 塚本主査から説
【その他】
1、将来構想委員会活動報告 今の活動について
森田将来構想委員長

2、2018/8韓国ヨス国際大会のお知らせ 市橋ワイズ、IYC
に市橋コメットが参加。
岩本書記

【役員会議案】
議案１ 森田ワイズ推薦の粉川尚子氏の入会を承認する。
入会式は5月23日の3クラブ合同例会とし、入会日は6月
1日とする。所属委員会は交流委員会とする。
承認
議案2 京都ZEROクラブの高倉ワイズの次期7月から翌年
6月まで1年間の期限付きでの転入会を認める。ただし、
6月までに第一例会か第二例会等、通常活動に1回以上、
体験参加することを条件とする。
議案3 5月京都・パレス・ウエスト合同例会の登録費の予
算超過分を参加者の自己負担とする 。
それにしてもウエストの面々は元気で
す。自分が楽しむことがみんなを楽し
くしその相乗効果でみんなももっと楽
しくなる。
4/21-22一泊例会の動画です。→

ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ
1.三条本館1階窓口受付についてご利用時間が変更。
【1階】 京都YMCA国際福祉専門学校・会員本部事務局
受付時間 月曜～金曜： 午前9時～午後7時半
土曜：
午前9時～午後5時
部屋利用予約、費用お支払いについても上記時間内に。
ワイズクラブキャビネットは1階受付カウンター右に設置。
2．サバエ教育キャンプ場リボーン・キックオフ・パーティー
ワイズメンズクラブ対抗野外料理コンテストなど
5月6日（日）午前11時～午後3時 サバエキャンプ場
入場料：大人2,000 円／小学生 1,000円／幼児 無料
※無料送迎バスあり（申込締切4 月27 日( 金)）
問合せ：サバエキャンプ場 事務局（075-255-4709）
3．YMCA三条保育園 お披露目会
4月開園のYMCA三条保育園のお披露目会を開催します。
6月3日（日）午後1時30分～3時 YMCA三条保育園
感謝礼拝、保育園見学、報告・茶話会等
お申込み：メールにて。（久保田／kubota@kyotoymca.org）
4．2018年度会員協議会
公益財団法人京都YMCA第7回会員協議会を開催いたします。
詳細は後日ご案内いたします。ご予定お願いいたします。
6月22日(金)午後7時～(予定)京都YMCA三条地階マナホール
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