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Club Office
京都ＹＭＣＡ本館
〒604 中京区三条柳馬場角
TEL(075)231-4388

「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 Moon Sang-Bong (韓国)
主題 ”Yes we can change”「私たちは変えられる」
スローガン「Courage to challenges」(挑戦への勇気)
アジア太平洋地域会長 田中博之(日本）
主題 ”Action !”(アクション)
「With Pride and Pleasure」（誇りと喜びを もって）
遠藤 道寛（大阪泉北クラブ）
主題 「未来に残すべきものを守り育てる」
Le
t' Proted andCultivate What Should Be Passed on the Future
副題「めぐり逢う一筋の光」Seek your Encounter with a Ray of Light
京都部部長 川上孝司 (京都パレスクラブ）
主題 “Will the circle Be Unbroken ” 永遠の絆

Youth Activities
ユースの活動に注目し理解を深め、積極的支援を行い
ましょう。そこからユースとワイズメンズクラブの
「つながる」が始まります。
人見晃弘 Ｙサ・ユース事業主任（大阪泉北クラブ）

西日本区理事

第３９代
会長主題

今月の聖句
平和を実現する人々は、幸いである、その人たちは神の子と呼ばれる。

人とつながる。次世代に向けて

39期 副会長として。

マタイによる福音書

第５章第９

会長
副会長

林 正章
吉川 忠

書記

金澤典子・塚本勝巳

会計

中原一晃

副会長 吉川 忠

メンバーの皆様、今期引き続き、副会長を仰せつかまつりました、吉川です。
今期も始まり、はや一カ月過ぎようとしています。林会長は、38期の安田会長期から、
共に副会長として、共に過ごしてきました。
林会長は、皆様のことも、ワイズの事も、真剣に考えどうすれば、よくなり、
楽しくできるかを、誰よりも真剣に考えられている方です。
わたしも、副会長を受けるか悩んでいた時、的確にしかも、真剣にアドバイスを頂き、
今に至っています。そんな、39期を、微力ながら盛り上げていこうと、私も皆様の協力
をいただけるように、努力していこうと思っています。
次期京都部部長も輩出し、さらに、ウエストも、40周年を迎えかなり、忙しくまた、
かなり重要でやりがいのある年をこれから、迎えていくにあたり、いま、ウエストは、新たなメンバーも増え、
さらに、能力の高い方が、たくさんおられ、正直、かなり心強いです。
絶対に楽しい、素晴らしい39期にして、京都部も40周年も記憶に残る、会にしたいです、みなさま、
どうか、頼りない副会長ですが、お力をお貸しくださるよう、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

34名
3名
1名
38名

7月出席率100％
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ含む
6月出席率87.1％

第二例会( キックオフ)

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

31名
0名
1名
0名
0名
0名
32名

ニコニコ

円
メ
ン 30名 前月累計
1名 第二例会 16000 円
広義･ 功労
1名
メネット
累 計 16000
0名
コメット
0名
東北支援募金
ゲ ス ト
0名 前月累計
ビジター
円
7月
円
合 計
32名 合 計
円

ファンド

前月累計

ポテト
スイカ

合計

円
円
14400円

14400円

７月１５日（日）１６日（月）
祇園祭清掃奉仕

澤田長利

祇園祭の宵々山、宵山ゴミ拾いボランティア
祇園祭清掃ご奉仕に参加してきました。宵々山参加
は、中野ワイズと澤田で、宵山は福田ワイズ参加で
した。当日は京都市から配られるゴミゼロTシャツに
着替え四条烏丸界隈に沢山の夜店が出ているところ
をゴミ袋片手にゴミ拾いをさせていただきました。
前にも個人で参加したことがあるのですが昔に比べ
て袋を持って歩いていると、わざわざこちらにゴミ
を持ってきてくれる若い人が、増えた感じがしまし
た。あっという間に袋がいっぱいになり、ゴミステー
ションを行ったり来たりしました。作業は23時で終
わり終了後は取りまとめクラブの東陵クラブと、立
命館学生ボランティアさんと、中小企業家同友会の
方々とで、懇親会に参加しました。東陵クラブさん
の今までの苦労を色々と教えていただき、継続する
ことの大切さを教えていただきました。

７月26日（木）キックオフ例会（第二例会）
東急ホテル

四方秀和

通算830回とな
る京都ウエスト
ワイズメンズク
ラブ 7月第二例
会が京都東急ホ
テルにてキック
オフ例会として
開催されました。
佐治ワイズ司会
のもと、林会長
の開会点鐘で1
9時よりスター
トしました。

林会長の会長挨拶、各委員会報告、立山ワイズの食
前のひとことを頂き楽しい歓談時間の始まりです。
新体制でのキックオフ例会ということで、所信表明
がありました。林会長、金澤書記、塚本書記、吉川
副会長、安田直前会長、阿部連絡主事、河合Ｙサユー
ス事業委員長、
岩本地域奉仕・
環境事業委員長、
中野ＥＭＣ事業
委員長、佐治ド
ライバー委員長、
市橋交流事業委
員長、林（茂）
ブリテン・広報事業委員長、鈴木メネット連絡員、
皆様の熱く力強い所信表明で会場の空気もいつも以
上に活気のあるものとなりました。ニコニコタイム
も盛況で例会は閉会し、そのままの熱気をもったま
ま風花での二次会も多数が参加しキックオフにふさ
わしい盛り上がりを見せました。私も久々の参加と
なりましたが、楽しませていただきました。ありが
とうございました！

ウエストクラブの新しい仲間紹介
高倉英理ワイズ
この７月より京都ウエスト
クラブのお仲間に入れて頂
いています髙倉です。
2005年に京都TOBEクラブ
に入会、2010年に京都ZE
RO クラブチャーター、ワ
イズ歴は13年になります。
趣味はワイズと言っても良
いくらいワイズ大好き人間
です。
他に好きなことは、読書・
ボディコンバット(コナミ
スポーツクラブのエクササイズ)・BBQ・キャンプ
です。
仕事は父親から引き継いだアイライフサービス(株)
で排水つまり・水漏れ・住まいの修理・リフォーム・
枝切り・他、住まいのことなら何でも承っている会
社で経理などの事務をしています。一メンバーとし
て頑張って働きながら勉強させて頂くと共に、思い
切り楽しみたいと思っていますので、どうぞよろし
くお願い致します！
髙倉英理

７月２７日（金）

桂厚子

国際・交流事業ファンド事業 懇親会

ホテルモントレ京都

７月２日 ホテルモントレで19時から、安平主査のキッ
チリ進行で行われた。川上部長の挨拶は交流と部会の
熱の入ったものだった。
その上をいかれたのが西日本区事業主任であり又アジ
ア太平洋地域事
業主任でもある
中井主任の二つ
の前面大プロジェ
クターを使って
お話があった。
（ここは受付を
岩本ワイズとやっ
ていたのでガラ
ス戸越しに見えた感じというべきですね）
安平主査はＩＢＣ.DBCの状況報告や各クラブのファ
ンド状況について説明があり、すべて書面で手渡され
ていた。

YMCA NEWS
１．YMCAポジティブネット募金 西日本豪雨災害 受付
西日本を襲った記録的豪雨は12府県にまたがる大きな
被害をもたらしました。生活の復旧には長期化が見込ま
れており、真夏日の高温が続き、非常に厳しい状況です。
YMCAでは、広島県、岡山県を中心に、全国のYMCAの協力
のもと支援活動を進めていきます。被災地でのボランティ
アワーク等の支援に留まらず、中長期的な視野に立って
人びとの困難に、息長く寄り添います。また、コミュニ
ティの復興支援を目指し、全国のネットワークや特性を
活かした活動を展開していきます。以下の期間中、西日
本豪雨災害への支援募金を受け付けております。皆様の
あたたかいご支援・ご協力をお願いいたします。
受付期間：2018年7月14日（土）～10月31日（水）
募金方法：京都ＹＭＣＡの各階窓口にお届けいただくか、
以下にご送金ください。≪郵便振替≫

０１０５０－７－１９１３２

加入者名：京都ＹＭＣＡ 奉仕活動基金※通信欄に「豪雨災害」とお書きください。

2．ICCPJ活躍中です。
3.第1回京都YMCAチャリティーゴルフ「未来を担う子どもたちを
支援しよう」集められた支援金は、京都YMCAが行
う公益活動のために使われます。
日 程： 2018年10月24日（水）

その後島田次期部長のいい感じ挨拶乾杯で懇親会が始
まり、お料理もおいしくにおおいに盛り上がった。
４４名参加だった。
私のテーブルでは北京都フロンテイアの柴田会長の干
物ファンドの話などまさに交流会になった。
隣同士だけでなくテーブル全体で話が出来た事がよかっ
た。また奥田委員長がヒロの焼肉ファンドを積極的に
ＰR、ウエストクラブの存在感おおいにアピールして
もらった。林会長、市橋交流委員長、林ワイズ６人参
加し、安平主査応援隊は強力だった。
ワイズ活動は交流とファンドしかないかも、ぐらいの
勢いだった。私は岩本ワイズと受付をしていて用意さ
れていた領収書や名簿がきっちり合い漏れもなく支払
えて気持ちがよかった。

場 所： センチュリー・シガ・ゴルフクラブ
（所在地）〒520-3302 滋賀県甲賀市甲南町池田上梅田2118
会 費：15,000円（プレー費・昼食代・パーティー代・チャリティー代含む）
定 員： 80名（4名×20組）
お申込み：

※定員になり次第締切ります。

京都YMCAチャリティーゴルフ事務局（メール：kyo

to@ymcajapan.org／Fax：075-251-0790）まで、郵送、メールま
たはFAXにてお申し込みください。締切：2018年9月15日（土）
お支払い：

代表者名で2018年10 月1日（月）までにお振込み

お願いいたします。郵便振替 口座番号 01030-6-733
公益財団法人京都YMCA（フリガナ）ザイ）キョウトワイエムシーエー

7月12日役員会林期議事録（三条YMCA）
司会 金澤書記
議事録作成者：河合Yサ委員長
報告事項
1 京都部部会パレスクラブアピール
川上部長
部会テーマは「永遠の絆」。佐藤弘樹氏講演、メネットアワーで
は圓城三花さんフルート演奏といのちの電話 中瀬真弓さんの講
演が行われる。ワイズの世界の仲間との繋がりを感じて下さい
2 6/17京都部評議会報告：林会長 今期メンバー増強しワイズ
の知名度上げたい旨、福知山クラブ活動停止の件、メネットア
ワー＆部会の件など報告があった。パレスクラブ川上様、松下
様
3 6/23引継ぎ例会報告 ：島田次期部長・安田直前
PT＆ドライバー委員会総力挙げて企画し、熊本にし会長サプライ
ズ出席もあり、楽しく開催できた安田→企画内容はあっぱれで
あった。東京ひがし金丸会長から手拭いのお土産を全員にいた
だいた。
4 7/26キックオフ例会について：中野EMC委員長
東急ホテルにて19：00～、所信表明がメイン。ホテルの地下で二
次会開催予定。
5 7/7緊急竹林整備について：中原会計
雑草が生い茂ってい
る旨、地域の方から長岡京市→YMCA経由で中原ワイズに連絡が
入り、急遽、加藤、中原 の２名で草刈りを行った。
6 8/19竹林ワーク 流しそうめんの件：岩本CS委員長 流しそ
うめんの道具を中原Yにお願いしたい。BBQでは燻製を試みたい
7 8/23第二例会（ゼロクラブ合同納涼例会）について
日航プリンセスにて19：00～。委員会ごとにテーブルにつき交
流の予定。
中野EMC委員長
8 竹林賃借契約の更新について ：林会長 地主の池田様（高槻）
訪問し契約更新を行った。お話を色々できたのが良かった。
9 クラブ会費納入の件 ：中原会計
スムーズなお支払いをお願いしたい。
10 茂山ワイズ・山本ワイズ 広義会員更新承認と半年報提出の
報告 ： 塚本書記 部長宛報告を行った。功労、特別メネット、
連絡主事含め、部36名、区37名。
11 クラブ会計補佐として角谷ワイズにお願いする。改めて今期、
角谷ワイズにお願いすることとした。
林会長
12 徳義会夏祭り中止について：岩本CS委員長 7/2徳義会訪問。
食中毒問題もあり夏祭りは中止、桜まつりも保留の状況。
13 スイカファンドについて ：奥田ファンド委員長
32個販売。7/23,24桂ワイズの会社にて引取り予定。
14 10/11(木)役員会の日、YMCA記念日で休館の為、他会場に
変更する事について ：林会長
三役にて現在検討中。
15 サバエワークの報告 ：河合Yサユース委員長
台風の影響もあり前日に三役にてウエスト参加中止としたが、
当日台風は去り多くのクラブと人員がワークに参加していた。
適切な判断時期や判断者については今後の課題である。
16 各事業委員会報告
（市橋）40周年例会の開催場所について、良い案があればお知
らせ下さい。
他事業委員長無し
協議事項
1 西山竹林について
林会長
ワークの在り方について考えたい。メンバーからの意見↓
・現状、限られたメンバーでワークしている。ウエストのシンボ
ルとするならメンバー全員の事業として位置付け、参加する必
要がある。
・30周年記念としているので続けていきたい。イベントや交流の
場として考えたい。
・期限を決めていないが、せめて10年はやらないと。40周年を節
目にしてもよい。
・本来はもっと雑草が密集していたので、地域の方は助かってい
るのでは？
・竹の伐採は毎月行う必要がないためワークの回数を減らしてい
るが、雑草刈りが問題。今後の課題としてどうするか考えてい
く。
他クラブ関係
1 7/15/16（両日共 19時～と21時半～）東稜クラブ祇園祭のお
掃除ボランティアについて ：澤田EMC.DR委員
連絡が入り次第、お知らせする。21時半～のほうが祇園祭は混み
合うと思われる。
2 7/29ちゃった祭りについて
7/18締め切り ：塚本書記
参加希望者は連絡下さい。18：00～21：00、登録費5,000円。
3 各部会について
9/1九州部部会 9/16中西部部会
9/17阪和部部会 9/22六甲部部会
9/29西中国部部会
10/6中部部会
参加希望者は連絡下さい。
：塚本書記
ＹＭＣＡ関係
1 6/22 YMCA会員協議会の報告 ：安田直前会長
会長として初めて参加。保育園の話、みつかる・つながる・よ
くなっていくの体験談などを聞いた。ワイズへの感謝状贈呈、
リーダー認証、B会員紹介などが行われた。
2 7/23 サバエ秋祭り(9/23)第一回実行委員会
河合Yサユース委員長
安田Yサ委員に実行委員として出席いただく。

3 9/2 リトセンワークについて
河合Yサユース委
員長
カレー食事担当予定。宿泊は無し。
4 7/16 京都YMCA豪雨災害復興支援街頭募金
三条本館前にて13：00～15：00。
河合Yサユース
委員長
京都部関係
1 7/13ＰＲ委員会について ：中原会計
京都部HP内、
会員紹介ページは年間1,000円。サーバー代に充てる。
2 7/27交流・国際事業懇談会のお知らせ（モントレ京都1
9時～）
安平国際・交流主査 中井主任にも出席いた
だく。受付と3～4名お手伝いで協力してほしい。
3 8/24EMCフォーラム（メルパルク19時～）
詳細はまだ不明。
中野EMC委員長
4 9/9京都部部会（7/31締）メネットアワー(グランドプ
リンス)について ：塚本書記 出席者は名前を記入下さい
5 京都部国際・交流事業主査の活動報告
7/9第１回役員会開催。公式訪問もスタートし、直近ではフ
ロンティア、トップスを訪問する。ワイズデー実行委員会
も開催される。
安平国際・交流主査
6 京都部次期キャビネット活動報告
島田次期部長
6/17第１回評議会、7/9役員会に出席。主査内定し所属ク
ラブ会長宛、輩出の依頼を行う。戸所次期理事より連絡あり、
理事方針も今後決定されるようである。部会担当リーダーを、
企画：中野、運営：澤田、総務：藤居に決定した。
その他
1 将来構想委員会活動報告 ： 森田将来構想委員長
DVDを西日本区各クラブ会長、部長に配布。２年間で運
動の基盤はできた。３年目で実働チームを作り、各部で動
いていただく。7/21委員会開催予定。福知山クラブ・福
知山YMCA共に休会中だが、複会を目指す。
2 角谷事務局員活動報告 ： 角谷事務局員
7/2理事通信第１号の発行作業を行った。編集長のソフトを
使用した。各クラブの情報があれば、河合事務局長（トッ
プス）に送れば掲載してもらえる。西日本区役員会に出席
予定。
議案：無し

Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ

胡内大輔（8/10) 福田英生 (8/15）
高倉英理 (8/20）
市橋ちさ（8/7)

加藤晶実 (8/26）

２０１８年８月スケジュール
2日

木

9日

木

18日

土

23日

木

9~12

三役会

19:00

京都YMCA

第一例会

19:00

京都YMCA

9:00

西山竹林

（ｵｰﾌﾟﾝ役員会）
竹林流しそうめ
ん
第二例会

（合同納涼例会）

19:00 日航プリンセス

国際大会

麗水

２０１８年９月スケジュール
2日

日

リトセン

9:00

ロイヤルパーク

６日

木

三役会

19:00

京都YMCA

９日

日

京都部会

15:00

13日

木

第一例会

19:00

京都YMCA

27日

木

第二例会

19:00

東急ホテル

（オープン役員会）
（メネット例会）

グランドプリンス
H

