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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

ワイズメンズクラブの活動をホームページ・
ブリテンでクラブ内外の人々に事あるごとに
アピールしましょう！

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

伊藤剛広報情報委員長（京都トゥービー）
今月の聖句
悪い実を結ぶ良い木はなく、また、
良い実を結ぶ悪い木はない。
ルカによる福音書 第６章４３節

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

R ead e to fle

第３８代
会長主題

会

一歩前進と調和 皆さんと共に
会長就任。船出に向けて！

次期会長

メンバーの皆様、改めまして、今期
の会長を仰せつかりました林でござい
ます。先日の引き継ぎ式では、少しラ
フな感じが出てしまいましたが厳粛な
中、無事39期の会長職を拝命出来まし
た。ありがとうございます。39期のウ
エストクラブは大変重要な一年になり
ます。次期京都部部長を輩出し部会へ
向けて、またウエストクラブ40周年を
大成功とするためにもメンバーが総力
を挙げて取り組み必要があります。そ
んな大事な期間を会長として過ごせる
事は大変光栄ですし、楽しめる要因が
増えて期待大です！そんなイレギュラー？
の事業も含めて、今期の取り組みは交流事業に重きを置
いています。まず、クラブ内で今まで以上に交流する事
により、ドロップを無くし新しい人材も確保できると思っ
ています。「人」「交流」「つながる」「対話」「未来」
が一本の道筋と考えています。また今期、初の試みでも
ある「留学制度」でも交流活動に弾みを付けたいと思い
ます。さて、7月一日から期が始まるものと思っていま
したが、6月の役員会で会長の任務が始まっていました。
引き継ぎ式では気楽さが吹っ飛びました。（正直な感想
第一例会(役員会)
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市橋清太郎・岩本 敬子
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⾦澤 典子

正章

です）でも、厳粛ばかりではなく、自分ら
しさを出していこうと思います。クラブの
長が楽しめていなければメンバーの皆様が
楽しめるわけがないでしょう！それにはメ
ンバー皆様のご協力が不可欠です。みんな
が意見を言えて、楽しめる場を作り出せる
よう努力いたします。でも楽しいばかりで
はなくワイズの事をもっと勉強して、次期
に向けて全員の底上げできればと思ってい
ます。引き継ぎ例会での感想ですが、会長
として壇上に立つのは、やはり違いますね！！
皆さんから見られている、て感じです。で
も本当は私が皆さんを見ているのだと思い
ました。自分の中に、直前役員様の労をね
ぎらう気持ちが今まで以上にありますし、熊本にし亀井
会長の言動も私の心に刺さりました。先日の地震の時も
メンバーの安否が気になりました。台北からのお気遣い
にも感謝しました。少し欠席気味なメンバーの事が気に
なりますし、逢えば何でもいいからお話ししようと思う。
39期を支えてくださる各委員長・三役様の事が気になる・・・
少しでもお話ししたい。今期は、主題にもあるように私
自身がメンバーとつながる一年にしたいと思います。
一年間、どうぞよろしくお願いいたします。

第二例会(引継)

ニコニコ

24名
メ
ン 28名 前月累計 110,000円
2名 第一例会
0名 第 広 義 ･ 功 労
0円
4名 第二例会 25,000円
2名
メネット
0名
0名
コメット
4名 累 計 135,000円
0名
ゲ ス ト
2名
0名
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合
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安田 繁治

40名

ファンド

前月累計

782,074円

合計

822,074円

ポテト
他商品

円
40,000円

東北支援募⾦

前月累計
5月
合 計

円
円
円

5月31日（木）
京都部次期地域奉仕 懇談会報告
外部書記 岩本敬子
京都YMCAにて、次期のCS懇談会が
開催されました。出席者には、川上
次期部長、倉 CS次期主任、吉岡 次
期CS主査、東田 次期PR委員長そし
て13クラブの代表が集まりました。
6月までにCS懇談会をするのは珍し
いのですが、京都部より主任が輩
出されたこと、さらに２０１８年１１月１１日開催す
るワイズデ―の事前アピールをするためと思われまし
た。企画としては京都市に組んで、京都北文化会館で
開催されます。内容詳細に関しては、7月より毎月第3
金曜日にPR委員会とCS担当者との会議で進められるこ
ととなりました。又、西日本区のCS事業資金申請は過
去に申請した事業でも3年を超えれば受付ができるよう
になるとの報告がありました。ウエストでは竹林が再
申請できそうです。案を練って考えたいですね。その
後、懇親会場 馳走いなせや にて交流を持ちました。
出席者 桂・岩本

６月２・３日（土日）
第２１回東日本区大会報告

交流委員長 河合久美子

沼津駅前プラザヴェルデにて東日
本区大会が開催されました。登録者
数477名、京都ウエストからは森田
ワイズ夫妻と河合の３名が参加。バ
ナーセレモニーでは、ウエストとご
縁の深い東京ひがし、東京西、十勝
の各クラブの会長様へ心を込めて拍
手 を
贈 り
ました。記念講演では沼
津市出身のバルセロナオ
リンピック金メダリスト
岩崎恭子さんが登壇され、
明るくフレンドリーな語

り口による、今だから伝えられる過去のご体験等のお
話を拝聴。懇親会終了後
は東京ひがしクラブの皆
様と二次会をご一緒し、
居酒屋にてDB Cの絆を深
めつつ沼津の夜を楽しみ
ました。入会以来、東日
本区大会への参加は通算
４度目となりますが、北海道部から富士山部に至る７
つの部の日頃聞き慣れない部名やクラブ名を耳にする
ことは新鮮で、西との違いを知ることも多々あり、有
意義な機会であると感じています。来年は東京で開催
とのこと、次回は多くのメンバーと共に参加できれば
と思います。

６月３日（日）
YMCA三条保育園感謝会

報告
Yサ委員 牧野万里子

京都三条YMCA本館マナホールにお
いてYMCA三条保育園感謝会が開催さ
れました。加藤壮主事の開会の挨拶、
聖書朗読、日本キリスト教団榎本牧
師の説教と厳粛な雰囲気で式典が執
り行われました。式典終了後は園舎
お披露目会、保育士の方に説明をし
ていただきながら、園の玄関、遊園、
各部屋などをしっかり見学させてい
ただきました。発達の道筋に沿った遊具、絵本、楽器
などが充実しており、遊具は専門家のアドバイスを受
けて、配置されていると
のことでした。手作りの
玩具も多く暖かさが感じ
られました。また階のロ
ビーからは園児が楽しそ
うに廊下を走り回る姿が
見える吹き抜け、ガラス
張りの開放的雰囲気は、YMCAを訪れる人の心を和ます
ことでしょう。そしてお披露目の後の茶話会では、園
長先生、職員の方から、開園に至
るまでのご苦労、今後の展望など
を聞かせていただき、また参加さ
れた方とお話しをしながら和やか
な一時を過ごさせていただきまし
た。昨年１０月より工事に入り、4
月2日に無事入園式を迎えたYMCA三
条保育園、約2か月間を経て園児と
その保護者の方も少しづつ園の生
活になじまれて、日ごとに活気を
帯びてきているようです。ウエス
トクラブも園の子供たちの笑顔に
何かサポートできればと思います。
参加者:桂ワイズ、中野ワイズ、
牧野ワイズ

６月９日（土）
第２１回西日本区大会 １日目 報告
新入ワイズメンが西日本区大会に参加して

交流委員

粉川 尚子

5月23日に入会式、6
月より入会という生ま
れたてのホヤホヤの状
態で、ワイズメンとし
て自己所属クラブの例
会に参加するよりも先
の６月９日、１０日に
神戸で開催されました西日本区大会に参加させて頂く
機会に恵まれました。京都ウエストのメンバーに関し
ては、ほとんどお顔とお名前が一致するようになって
きたのですが、西日本区大会では当然知らない方々ば
かりに囲まれることとなります。いつもそうは見えな
いと 言 わ れ る ので
すが 、 人 見 知 りの
私は 緊 張 し な がら
参加していました。
ワイ ズ メ ン は 老若
男女 、 職 業 も 様々
な人 々 の 集 ま りで
すが 、 や は り ワイ
ズメ ン ・ メ ネ ット
であるという共通項だけで価値観を共有しあえる稀有
な集まりだと思います。新入メンバーですと自己紹介
しますと既にウエルカムな雰囲気で、フレンドリーに
迎えてくださり、初めてお会いする方々に、周年例会、
区大会などの行事に「是非お
いで。」と声をかけて頂きま
した。たくさんの新しい出会
いとともに元コメットの私に
は、懐かしい再会もありまし
た。特にユースコンボケーショ
ンに共に参加して仲良しであったものの、連絡先をな
くしてしまい、ずっと会えずじまいで、再会を願い続
けていた友人のお父様にお会いできたことは、本当に
嬉しくて涙がこぼれてしまいました。
これからワイズ活動をしていくにあたり、全てにお
いて｢初めて｣行うことや、新しい方々との｢出会い｣が
あると思います。まずは、機会を頂いたことには、状
況が許す限り素直にどんな行事に
も参加してみようと考えています。
入会直後の西日本区大会に参加し
て素晴らしい経験ができた今は、
ほんの少しの積極性で、きっとワ
イズのことがもっともっと好きに
なる、そのような予感がしていま
す。食わず嫌いをやめて気楽にま
ずは参加してみる、これが新人ワ
イズメンがワイズに親しんでいく

ちょっとしたコツではないか、新生児として西日本区
大会に参加してそう感じ、今後後輩ワイズにもその考
えを伝えていきたいと考えています。

６月１０日（日）
第２１回西日本区大会

２日目

報告

大会二日目、部長・事業主任の事業報告が始まった
が、前日のオーバードリンクのせいか、ウエストメン
バーの出席者が少ない。部門別の表彰が終わり、表彰
式の終盤、期待と不安が交錯するなか、我がクラブは、
交流促進賞に続いて、優秀賞を受賞し、安田会長が二
度目のハッスル登壇をした。この頃には、生きのいい
参加メンバーも全員揃い、盛んな拍手と歓声で祝福し、
興奮は最高潮に達した。厳かに行われた（大野勉・遠
藤通寛）理事引継ぎ、役員引継式も滞りなく済み、石
田由美子実行委員長による爽やかで感動的なスピーチ
により、快い余韻を残しつつ大会は幕を閉じた。
ＤＢＣ交流会が大会と同じホテルの会場で、12時45
分、大会ホストクラブでもある神戸西クラブ加茂ワイ
ズの司会により開宴した。十勝、東京西、ウエスト、
大阪西、神戸西、熊本にしの東西日本区＋周さん（台
北）総勢約60名（ウエスト22名）の参加でウエストと
熊本にしの優秀賞Ｗ受賞祝賀会等をも兼ねた賑やかな
交流懇親会となった。森田代表世話人ほか関係クラブ
のベテランメンバーからはＤＢＣ成立のエピソード等
が、また現又は次期会長らからは、今後のＤＢＣ活動
の在り方等が語られ、和やかな中にも有意義な２時間
であった。

迅速に対応し、ご迷惑かけないよう林期

６月１４日(木)

を支えたいと思いますので、皆さん一年

新旧合同役員会・総会 報告

間よろしくお願い致します。

安田期書記 市橋清太郎

6月はいよいよ安田会長期の最後の役員会です。そし
て7月からスタートする林正章新会長期との新旧合同役

外部書記

塚本

勝己

今期外部書記をさせて頂

員会でもあります。今期は最後まで色々な事があり、
中々、気を抜けない一年間でした。安田会長、役員の

きます塚本です会歴10数年で初めての

皆様、お疲れ様でした。後半、林正章新会長を中央に

の皆様と西日本区、京都部、他クラブ

席替えをし、新役員会スタートです。林新会長のマイ

と円滑に活動出来る様に頑張って行き

ペースなスローテンポに金澤新書記からの矢継ぎ早な
フォローがバシバシ入っていましたね。昔にあったど

書記です。林会長を支えると共に会員

ます。宜しくお願いします。

こかの料亭の記者会見を思い出した方もおられたので

会計 中原 一晃
は(笑)。役員会議案、総会議案も無事承認されました。 数年ぶりの会計です。今回の会計は大
またクラブ40周年記念例会実行委員長には私が任命さ 胆な変更を提案しました。しかし、これ
れました。次期も良い一年になるよう、林会長に期待
です！最後に、この一年、円滑な役員会の運営にご協

によりファンドの意義と使い道がより明
確になったかと思っています。今年一年

力くださり、ありがとうございました。

は各委員会にとってわかりやすい会計に
努めたいと思いますので、会費の納入は速やかに。

次期三役・委員長抱負
Epilogue of

38th

Yサ・ユース委員長

河合久美子

直前会長 安田 繁治
2017年7月にキックオフ例会から始まり、
思いでのＥＭＣ100人例会、2018年6月の

林会長にYサ・ユース委員長に配属
いただき、初心に返って事業に取り組
む所存です。ブランディングを完了し

西日本区大会、そして引き継ぎ例会と長

た新しいYMCAをワイズメンの力で更に

かったようで短った一年間でした。また多くのことを

盛り立てていけるよう、クラブの皆様

学ばせていただきました、会長主題のRedy to fly 一
歩前進と調和、皆さんと共に、この思いを掲げて日々

へ働きかけを行い、情報を共有し、YM
CAとの繋がりを今まで以上に親密にし、力強いサポー

努力をして、皆さんに思いを伝える事が出来たかと言
えば心残りはあります、、、、、、。でも三役様・メ

トができるよう尽力できればと思います。IYC参加者等、
ユースに対する支援についても積極的に目を向けてい

ンバー皆様に支えられて期を進めて行けた結果、西日
本区大会の表彰では交流促進最優秀賞・優秀クラブ賞

きたいと考えています。１年間、行事への参加等、ご
協力をよろしくお願いいたします。

等を頂き、壇上に上らせて頂きました。クラブにとっ
ても私にとっても大変喜ばしく、2018年6月10日が忘れ
ることの出来ない日となりました。表彰の後一気に肩

地域奉仕・環境委員長 岩本敬子
林期でCŞ委員長を任命されました。

の荷が降りた気がしました、メンバーがいてなし遂げ
られる事に、感謝の気持ちです。 1年間ありがとうご

委員にはベテランさんが揃っておりま
すので、心強いです。クラブ内では、

ざいました、有意義な1年間となりました。今後共宜し
くお願いします。

恒例の竹林整備ワークと徳義会さん支
援及び交流を行います。委員会で今ま

副会長

吉川

でと違う企画提案をし、メンバーが参加したい行事作
りに努めます。そして、京都部開催のワイズデーの参

忠

いよいよ、7月より、39期林会長期が、

加協力もあります。皆さん、参加して楽しみましょう！

始まります。私は、安田期に続いて、副
会長をさせていただきます。 40期に向

EMC委員長

中野かおる

けて、色々自分自身、勉強の年だと思っ
ています。皆様にたくさんの協力とお力をお貸頂ける

林会長期、EMC委員長を仰せつかり
ました中野です。安田期のとても良い

ように、努力して39期、40期と、盛り上がるよう、努

雰囲気を作り上げてくださったDNAを
引き継ぐべく、ドライバー委員会とと

力していこうと、おもいますので、何卒、何卒、
い心で、宜しくお願い致します。

広

もに頑張ります。堅苦しくない、でも
やるときはキメる。そして大人が子どもに戻れる時間

内部書記

金澤

典子

も提供できる、そんなウエストに入会できて幸せ！と
コメントです?今期書記という大役を任命されました。 言ってもらえるメンバーを増やしていきたいです。皆

様のご協力もどうぞよろしくお願いいたします。

於いて８２９回目の例会「引継ぎ例会」が開催されま
した。５分前に奏でられるお招きソングから始まり、

ドライバー委員長 佐治 幹生
今期のEMC・ドライバー委員会は若手

ゲストには東京ひがしの金丸満雄会長、サプライズ演

も経験豊富なメンバーもおられるので、

て駆け付けてくださり、賑やかに開催されました。高

皆で、楽しくためになる例会を設えて

田奈波さん２６歳という若きメンバーの入会式は、角

行ければと考えておりますので、委員
会のメンバーと皆様、Dr委員会、共々、

谷ワイズ立会の下に厳粛に行われ、富田・西谷さん２

１年間、宜しくお願い申し上げます。

会長・三役の引き継ぎ式は肩の荷の降りた人、ドシン

出で熊本にしクラブ亀井純子会長も大きなスイカ持っ

人の女性がメンバー候補としてゲスト参加されました。
と重荷のかかる人とそれぞれのコメントは皆を笑わせ

ブリテン委員長

林

茂

たり、感動させたりと例年通りのウエストクラの重要

ブリテン発行について、遅れることな
く歴代受け継いでこられた方々の功績並

な式典でした。

ならびに内容にも劣らぬように務めさせ
ていただくつもりでおります。解らない

ＥＭＣ事業主査が安田会長宅へ潜入し、息子さん達に
よる楽しいアットホームな家庭での様子が映し出され

ことだらけで、皆様には教えていただく

ました。何も知らさ
れてなかった会長は

ことばかりですが、よろしくお願いいたします。

第２部では自称京都部のドンファンこと塚本京都部

大変な驚きです。ウ
交流委員長 市橋清太郎
入会して15年くらいになりますが、初めて

エストクラブのアイ

拝命します。今や"交流の京都ウエスト"と
いわれるくらいワイズの中でも交流が活発

溢れる演出に笑いの
渦の会場でした。若いエネルギーには私共が入会した

なクラブです。その委員長をやらせてもら
えるのは光栄なことだと思っています。今期の安平交

５０年前を思い出されました。参加しなければこの楽
しさは伝わりませんね。クラブ表彰ではウエスト大賞

流主査のお膝元としても益々活発に活動できるようが
んばります。

は河合久美子さんが受賞。新人賞は奥田英詔ワイズ。
特殊賞は福田英生ワイズ。なかでもＲｅｂｏｒｎ賞と

ファンド委員長
奥田英詔
皆様こんにちは。私奥田英詔は、次
年度、林期にファンド委員長をつとめ

して林茂ワイズの発表には全会員がナットクでした。
日本区からの表彰は数多くいただきましたが、優秀ク
ラブ賞と交流優秀賞は輝かしく２回も登壇受賞の栄を

させていただくことになりました。ま
だ右も左もわからないまま、このよう

体 験 さ れ た 安田 会 長
は 満 面 の 笑 みで 、 退

ディアとユーモア―

な御役をいただき身の引き締まる思い
です。このファンドという仕組みは、非常に特徴的で、

任 挨 拶 で は メン バ ー
会 員 の 協 力 のお 蔭 で

それ故大切な活動だと思います。皆様には、年間を通

あ る と 心 か らの 感 謝

じて、楽しんでもらえる商品の提案と、クラブ４０周

の 言 葉 を の べら れ ま

年に向け、新たな商品の提案をして参る想いでありま
すので、何卒よろしくお願いします。

した。ウエストクラブは各事業に真面目に取り組み皆
が力を発揮していると思

次期メネット連絡員を、仰せつかりま

いますが、これからも日
本区へ活動成果を迅速に
報告することも必要条件

した鈴木です。近年メネットさんたち

でしょう。

のあつまりは、むつかしいのが現実で

めざせ！最優秀クラブ！

メネット連絡員

鈴木けい子

す。その為、会をどのように持つのか
が課題となっています。今年度の日本区メネット事業
は、昨年同様に「子供の貧困 虐待等」についての学
びと協力です。メンの事業や活動に出来るだけ協力し
ていけたらとおもっています。よろしくお願いします。

６月23日（水）
引継ぎ例会報告
森田
京都東急ホテル

直子

６月２３日新しく例会場となった京都東急ホテルに

新入会・新メンバー！紹介！

高田奈美ワイズ

まだ右も左も分からない状態ですが、これから皆
様との活動が楽しみです。少しでも力になれるよう
頑張りますので、よろしくお願い致します。

６月14日役員会安田期議事録 （三条YMCA101号室19：00～）
司会：市橋内部書記 議事録制作者：河合交流委員⻑
【報告事項】
1.5/18〜20十勝山菜例会の報告 8名参加。一日目とかち帯
広空港着、十勝クラブメンバー・メネット11名と懇親会、
寿司政にて二次会。二日目池田ワイズ宅にて山菜例会参加。
三日間全てに観光を組み入れていただき、送迎、案内等、
至れり尽くせりで歓待いただいた。
河合交流委員⻑
2. 5/20京都部EMCゴルフ大会の報告 京阪カントリーにて10
クラブ49名参加、ウエストから9名参加。ドラコンに島田ワ
イズ、13位に安田会⻑が入賞。
塚本
EMC主査
3.5/23京都・パレス・ウエスト3クラブ合同例会の報告
三クラブ重鎮メンバー三名から歴史の話等を聞くことがで
き、粉川ワイズ入会式も厳格に執り⾏われ、良い例会だっ
た。
島田ドライバー委員⻑
4.6/2〜3東日本区大会の報告 沼津で開催、全体で477名参
加、ウエストから森田夫妻と河合の3名参加。岩崎恭子さん
の講演を拝聴。東京ひがしクラブと二次会をご一緒し交流
できた。
河合交流委員⻑
5.6/3YMCA保育園感謝会の報告とお祝いについて 桂、牧野、
中野の3名参加。京都Yの２階全てワンフロアーが保育園と
なっており、街中の良い場所にあると感じた。夜桜不参加
分のYサ予算余剰⾦3万円を保育園のお祝とし、今期の会員
協議会時に会⻑から渡してもらう。
中野ドライバー委員
6.6/9〜10⻄日本区大会の報告 23名参加。有森裕子さんの
講演拝聴。表彰式では⻄日本区優秀クラブ賞、交流促進最
優秀賞、Yサ・ユース事業優秀賞他を、個人では市橋ワイズ
がEMートナー賞を受賞。会⻑が二度も壇上に上がることが
できた。
岩本書記
7.⻄日本区大会期間中のDBC交流の報告 一日目夜、
白木
屋にて十勝クラブ6名とウエストの交流会開催、熊本にしク
ラブも参加。二日目、ANAホテルにてDBCペンタゴン⻄連
合＋十勝クラブにて懇親会開催（ホスト︓神⼾⻄）。終了
後、ウエスト有志8名＋十勝5名＋熊本にし4名他にて、布引
ハーブ園、神⼾YMCAを⾒学。
河合交流委員⻑
8.6/23(土)引継ぎ例会のお知らせ 準備は進んでいる。6時開
会、高田さん入会式.5時からリハーサル。ドレスコードは
スーツ,ネクタイ,バッヂ。草野ワイズゲスト参加予定。
⾦澤PT委員⻑
9.ファンド販売活動について報告および集⾦ 100万円目標→
ポテトが少なく結果3万円届かなかったが、全員に協⼒いた
だいた。弘ファンドは各自引取りに⾏く。集⾦は随時⾏う
が、ワインの個人購入の集⾦と、ファンドポイントの集⾦
は別でお願いする。ファンド振込口座は会費の口座と違う
ので注意。
安平ファンド委員⻑
10。会費、ユニホーム代⾦について 6月中に納入のこと
ユニホームは受け取ってからでＯＫ。
⾦澤会計
11.会員登録簿の提出のお願い 未提出者へは個別にお願いす
る。
市橋書記
12.第二例会会場の変更について(東急ホテルへ)
現在の会場には不手際等多く、東急ホテルに変更したい。
次年度も東急で⾏う⾒込み。
安田会⻑
その他委員会報告 ファンド︓熊本にし周ちゃんファンドは
クラブファンドにならないことの確認。
各委員⻑
ワイズ会⻑への感謝状贈呈等⾏われる。安田会⻑、桂、牧
野、河合の4名参加予定。
岩本書記

【協議事項】
1.京都ウエスト40周年記念例会実⾏委員⻑の選出について
⽴候補を募ったが無かったため、次期、次々期会⻑と３人
で検討し、市橋ワイズを候補とし、快諾していただいた。
2.大⻄ワイズの退会申請について 2か月程前に広義会員の
継続の確認をしたが、家庭の事情で夜出にくいため、退会
届が提出された。引継例会には出席される。
【YMCA関係】
1.6/22会員協議会について 19︓30マナホールにて開催、
野、河合の4名参加予定。
岩本書記
【京都部関係】
1.EMC事業主査活動報告
6/17第４回評議会開催予定、
京都部EMCの状況は今期現時点で入会31名、退会16名。来
期10/24開催のYMCAチャリティゴルフにも関わっている。
塚本EMC主査
2.次々期京都部キャビネット活動報告 ⻄日本区大会で主査
候補者に声を掛けた。5名中2名は声掛けできなかったが、
所属クラブ重鎮の方にことわった上で、来週準備三役会を
⾏い、正式にクラブ宛依頼文を送る予定。島田次々期部⻑
3.次期京都部交流事業主査活動報告 11/11ワイズデー開催、
京都市との共催にて北文化会館を借りて大々的に⾏う。今
後の予定→6/17京都部評議会、7/27国際交流懇談会開催。
宴会方式でホテルモントレーにて、内容はこれから考える。
部⻑随⾏で⾏くクラブも決まった。
安平次期交流主査

【その他】
将来構想委員会の活動報告6/9⻄日本区大会にて、新生ワイ
ズおこし運動のDVDを部⻑を通じ、84クラブの会⻑に渡し
てもらった。クラブや部の⻑期計画を⽴ててもらうことが
ねらい。2022人目標、量と質で考えてほしい。ウエストで
も何かの機会に皆で⾒てほしい。
【役員会議案】
議案１ 特例として、病気療養中の山本ワイズの今期4〜6月分
の会費を請求しない。
議案2 広義会員の大⻄ワイズの退会申請を受理し、6月末日
をもって退会とする。
議案3 ウエスト40周年記念例会の実⾏委員⻑を市橋ワイズと
する。
議案4 引継例会の会場を東急ホテルに変更する。
【総会議案】
議案１ 次期39期事業計画案について
議案２ 次期39期会計予算案について

承認
承認

2018年度ウエストクラブ西日本区大会表彰受賞
【理事表彰】西日本区優秀クラブ賞
【Yサ。ユース事業】Yサ･ユース事業優秀賞
【EMC事業】青年獲得クラブ賞・EMCパートナー賞
EMC優秀賞
【国際交流事業】IBC･DBC締結推進クラブ賞
交流促進最優秀賞
【各事業献金100％達成賞】
Ｙサユース献金･ＣＳ献金･ＴＯＦ献金･ＦＦ献金
RBM献金･例会出席率90％以上クラブ･BF献金

2018年度ウエストクラブ賞受賞者一覧
ウエスト大賞 河合久美子
Ｙキチ賞 塚本勝己 ・ リボーン賞 林 茂
新人賞 奥田 英詔 ・ 特殊賞 福田 英生
特別賞 安平 知史 ・ 例会賞 島田 博司

Ｈａｐｐｙ

Ｂｉｒｔｈｄａｙ

野田泰伸（7/12) 牧野万里子(7/12）
吉川 忠 (7/20） 金澤典子(7/28)
藤居美幸 (7/5）
四方香美(7/11)
岩本 清 (7/23）
Ｈａｐｐｙ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ
角谷 多喜治・雅子（6/1)

６月14日役員会次期議事録 （三条YMCA101号室19：00～）
司会：金澤次期内部書記 議事録制作者：塚本次期外部書記
【報告事項】
1.議事録作成者指名の件 Ｙサ委員⻑/ＣＳ委員⻑/ＥＭＣ委員⻑
ドライバー委員⻑/ブリテン委員⻑/ファンド委員⻑/交流委員⻑
の順で一年間回していく
塚本次期書記
2.京都部⻑方針・活動計画について 林次期会⻑から説明
3.京都部各事業主査活動方針について 林次期会⻑、安平次期交流
主査から説明があった。ワイズデーがメイン
4.京都ウエストクラブ第39期活動方針・計画について
林次期会⻑から交流をメインと考えると説明があった
5.各事業委員⻑方針発表について(キックオフで発表)
6.5/31（木）次期地域奉仕・環境懇談会について
岩本次期委員⻑より11月11日のワイズデーの話がメイン
内容はブリテンに掲載
岩本次期ＣＳ委員⻑
7.7/26(木)キックオフ例会について
佐治次期委員⻑より、内容はまだ未定、場所変更の連絡
8.林期第二例会場について 林次期会⻑より東急ホテルに変更

【協議事項】
1.林期の第二例会のゲスト・メネット・ビジター会費について
内容は議案書に至る
林 次期会⻑
2.⻄山竹林の契約更新について 内容は議案書に至る 林次期会⻑
3.メネット補助について 内容は議案書に至る
4.４月27〜28日(土日) 熊本⻄１０周年記念例会参加を一泊例会
とする。 内容は議案書に至る
林 次期会⻑
【YMCA関係】
1.6/24（日）リトセン開設ワークについて
河合委員⻑より秋のワークに参加 河合次期Y委員⻑
2.7/1.8（日）サバエ開設ワークについて
河合委員⻑より7月8日に参加者を募る
河合次期Y委員⻑
【京都部関係】
1.事業懇談会のお知らせ ⾦澤書記より国際交流懇談会7月27日
モントレー19時より. 安平次期主査よりウエストクラブから、
たくさんの参加を呼びかけ 塚本次期書記
2.第一回京都部評議会(6/17) 林次期会⻑出席

林 次期会⻑

【次期役員会議案書】
議案１.通常例会(第二)の登録費について,ゲスト・ビジターを
\4,500(実費相当)とする。メネットは\1,500円をクラブから
補助し、登録費を\3,000円とする。
アルコールありの例会は+\2,500円とする。
承認
議案2. ⻄山竹林の契約を1年間更新する。
議案3. 今期１回限りメネット参加の補助を倍の\3,000とする
（アニバーサリー月の無料招待は⾏わない）ただし通常補助と
の併用は出来ないアニバーサリーのお祝いのカードは会⻑送付
承認
議案4. クラブ会計職務指南役として角谷ワイズを指名する。
承認

編集後記 区大会出席できなかったのは残念でした。年
に一度お見掛けし互いの健康を確認しあうような多くは
知らない他クラブのメンバーさんとお会いできなかった
のが残念でした。やはりワイズは交流が基本。新しいメ
ンバーにも早くこの感覚を持ってほしいと思います。そ
れには、やはり積極的に出ていかないと。古いメンバー
がもっと新人を誘い参加するようにしたいものです。
ブリテンやっと終わった。一年間、皆様には無理を申
しました。毎月のように、依頼をお願いしたメンバー。
依頼が重なりせっかくの原稿を没にさせてしまった事も
ございました。しかし、皆様のご協力により何とか１２
か月分の発刊を終えることができました。紙面を借りま
してお礼と謝罪を述べさせていただきます。すみません
でした。次期は林茂ワイズと角谷ワイズの委員会です。
原稿あってのブリテンです。次期もご協力よろしくお願
いします。
ブリテン委員会 中原

ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ

．新規SNSアカウント作成のお知らせ
ウエルネスセンターのフェイスブックページと英
会話学校ツイッターアカウントができました。
プログラム情報等を随時発信していきます。
ぜひご覧いただき、「いいね！」、フォローをお
願いします。
ウエルネスセンター フェイスブックページ
https://www.facebook.com/kyotowellness/
英会話学校 ツイッターアカウント
https://twitter.com/ymca_kyoto
2．サバエ秋祭 実行委員会
サバエ教育キャンプ場の周辺地域の子ども達や
そのご家族との交流、キャンプ場の周知を目的に、
今秋9月23日（日）「サバエ秋祭」を開催します。
つきましては、京都部を通して依頼させていただ
きましたとおり、各ワイズメンズクラブより実行
委員を１名選出いただき、以下の2回の実行委員会
へのご出席をお願いいたします。実行委員会日程：
第1回 7月23日(月)19:00～(60分程度）
「企画の説明およびご協力依頼」
第2回 9月10日(月)19:00～
「屋台出店、状況確認及び当日役割分担 他」
出欠締切：7月18日(水)までにご連絡を。(中村）
TEL： 075-255-4709／FAX：075-255-2087
／E-mail：nakamura@kyotoymca.org
3．ICCPJホストファミリー募集
京都YMCAは毎年夏、日本と台湾の交流を深めるた
めに、台湾・台中YMCAリーダーの受け入れを行っ
ています。その滞在期間中のホームステイ受け入
れについて、詳細が決定
次第
ご案内いたします。
ぜひご協力お願いいたし
ます。
4．サマーキャンプ・サマー
プロ
グラム受付中
今年も夏休み中の子ども
達の
ための、サマーキャ ンプとスイミング・体操のサ
マープログラムのお 申込受付中です。ぜひご参加
ください。
お申込み先： 京都YMCAウエルネ
スセンター
（Tel）075-255-4709
https://e-ymca.appspot.com/kyot
２０１８年７月スケジュール
5日

木

三役会

19:00

京都YMCA

8日

日

サバエワーク

後報

びわこサバエ

12日

木

第一例会
（ｵｰﾌﾟﾝ役員会）

19:00

京都YMCA

26日

水

キックオフ例会

19:00

ロイヤルパーク

２０１８年８スケジュール
2日

木

三役会

9日

土日

9-12

木日

国際大会

後報

18日

木

竹林
流しそうめん

後報

長岡竹林

23日

木

納涼例会

19:00

日航プリンセス

第一例会
（役員会）

19:00

京都YMCA

19:00

京都YMCA
韓国

麗水

