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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 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」
Let' 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

Menettes
メネット例会を開催しましょう。
国際、国内プロジェクトの理解を進めるとともにたく
さんのメネット、フィズファミリーが集いますよう、
皆様に呼びかけましょう！
遠藤通寛 西日本区理事 メネット事業主任兼務
（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
明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが
思い悩む。その日の苦労はその日だけで十分である。
マタイによる福音書 第６章３４節

人とつながる。次世代に向けて

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

国際・交流事業主査として

安平知史

国際・交流事業主査を受けさせて頂き、昨年の10月初顔合わせから準備スタート。年度変わって
7月より、国際・交流事業主査としてスタートして1か月半経ちました。今期の京都部は川上部長は
じめ三役さん、各事業主査さんは、個性的な方が多く非常に楽しく活動をさせて頂いております。
京都部 川上部長の活動方針を元に国際・交流事業主査の活動としては「各種献金の協力のお願
い」「IBC、DBC締結の推進」「各クラブファンドの活性化のお手伝い」の3つの柱となりますが、特に
今期は「交流」に力を入れさせて頂いております。
今期一発目の7/7京都ウィングクラブさんのIBC締結に続き、すでに数クラブのIBC/DBC締結の
予定やIBC/DBC候補先の相談など、各クラブが活発に動かれている様です。
ワイズメンズクラブの魅力といえば「奉仕活動」ですが、その活動の中で生まれる「交流」も大きな
魅力と考えています。私はどちらかというと、人見知りの口下手。そんな私の様なタイプの人でも一歩、前に出てみたら
面白い様に世界が広がっていきます。
ワイズという、ご縁で繋がった絆をもとに、在籍クラブから京都部、そして西日本区、東日本区、更にアジア、国際へと
交流の輪を広げて、より素晴らしいワイズライフを楽しんで頂きたい！もちろん本人が交流を重ねてその良さを体感し
ないとピンとこないものですが特に入会の浅いメンバーさんたちにしっかりとその魅力を伝えることが出来ればと良い
なあ～思っています。また、このワイズの「世界規模の交流」ができる魅力を、もっともっと「広報」したら「EMC」にも大き
く繋がるのではないでしょうか？今期は私も更に一歩踏み込んだ交流をしそこから生まれるご縁を楽しみたいと思いま
す。
「世界に広げよう！ワイズNET WORK！」皆様、今期の京都部 国際・交流事業/ファンド事業！絶大なるご協力、ご支
援を頂きます様、どうぞよろ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

8月出席率94.1％
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ含む
7月出席率100％

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

第二例会(合同納涼例会)

23名
0名
1名
0名
0名
0名

23名

ニコニコ

16000円
メ
ン 30名 前月累計
1名 第二例会
広義･功労
募金へ円
1名
メネット
累 計 16000円
0名
コメット
1名
ゲ ス ト
豪雨震災募金
0名
前月累計
ビジター
円
8月
45000円
合 計
33名 合 計
円

ファンド

前月累計
ポテト

ぶどう

合計

14400円
円
18000円

32400円

8月１1日（土）～１2日（日）

大人の夏合宿

野田泰伸 美山・泰山木

８月１１日（土）～１２日（日）泰山木美山で一
泊合宿を開催しました。急な計画と、宿泊人数の都
合でウエストクラブメンバー全員にご案内できませ
んでした。それぞれ分担で買い出しして、土曜日の
午後次々と到着。いきなり川へ入る人もいました。
施設前の川はひざ下まで浸かり、十分水浴びがで
きるほどの水位でした。そしてキンキンに冷えたビー
ルを片手にバーベキューコーナーで準備が始まり夕
方までに、炭もいい状態に落ち着きました。皆さん
食欲旺盛で希望が多く、集まりすぎた食材で食卓は
超豪華でした。天候にも恵まれ景色は夕暮れから満
天の星空へ移り変わり、大自然を満喫しながらのＢ
ＢＱはもう最高でした。辺りはすっかり真っ暗闇、
部屋へ移動して二次会はカラオケの予定でしたが、
アルコールチャンポンＭＡＸで、私も含め皆さん次々
と撃沈。しかし深夜前には次々と目覚め、飲み直し
深夜まで話が尽きず盛り上がりました。
翌日は誰に起こされることなく鳥やカエル、虫の
音で自然に目覚めました。そのとき早朝帰宅組の姿
はなく次々と帰路につきました。京都市内から９０
分の避暑地での時間に縛られない自由な合宿でした
が、また希望があれば開催したいと思います。
参加者：藤居、安平、島田、渡邊、林茂、野田

も思わずもらい泣きしてしまい二人して泣きながら
もご挨拶を頑張るというな朗らかハプニングも交え
つつのワークスタートでした。会場スペースや土手
の雑草引きは赤松氏がすでに八割がたすまして下さっ
ており、また隣の土地との境界は以前に加藤さん、
中原さんの両ワイズより除去作業をすまされておら
れましたので道路がわの整備は比較的スムーズに行
われたのではないかと思われます。ワークが終わる
ころには流し台の設置も万端で、そうめんも茹で上
がり本当にスムーズなワークだったと思います。会
食が始まり、皆さんの持ち寄りの漬物やおにぎりを
つまみつつメインである流しそうめんを楽しんでい
ただけたかと思います。私はといえば以前から目に
付いていた転がっている竹の端材や積みあがった枯
れ枝などを市橋さんお手製のブロックストーブで焼
却できたのでなんか個人的にすっきりしました。参
加してくださった平安徳義
会さんわもちろんのこと、
定期的に土手や広場のメン
テナンスをかって出てくだ
さっている赤松氏、そして
ワイズメンバーありきの竹
林だと思われますので今後
もこのような場が催される
のであればそれはとても楽
しいことだなと思います。

8月２3日（木）ZEROクラブ合同納涼例会
日航プリンセスホテル

高田奈波

日航プリンセスホテルにて、ZEROクラブとの合同
納涼例会が開催されました。多少の緊張感の中、両
クラブ会長の挨拶から始まり、髙倉ワイズの留学ス
ピーチの後、食事中にはウエストクラブ担当のアト
ラクションが行われました。各クラブ・ゲスト様合
同のテーブル対抗ということもあり、さらに交流が
8月18日（土）竹林流しそうめん
深まりました。伝言ゲームではより和やかなムード
山田麻紀夫
になり、ジャンケン汽車ポッポゲームでは粉川ワイ
ズのワイズ精神がキラリと光り、そして中野ワイズ
当日はメンバー皆さんの日ごろの行いの良さが顕
と胡内ワイズの言葉巧みな司会進行により、大変盛
われたかのような快晴に恵まれ、ウェストに雨男(女)
り上がったと思います。入会後、初めての合同例会
無し、というジンクス的なものを文言してもよいの
でしたが、各クラブ・各ワイズのクラブ愛が溢れて
ではないかと思ってしまいます。あまりの天気の良
おり、さらにワイズの素晴らしさを感じました。台
さに氷保温のための追加資材の積み込みに手間取っ
風により、平安徳義会の方々が参加出来なかったの
てしまい20分ほど遅参してしまったのですが、到着
は残念でしたが、次こそは天気良好のもと、またこ
したころには安田直前会長の指示のもと、流しソー
メン用の竹材の切り出し・加工はほぼ完了しており、 のような合同例会が開催出来れば良いなと思います。
私がしたことといえば支柱用の竹の穂先の枝打ちを
したくらいです。お仕事早すぎて困ります。流石で
す。竹林ワーク開催の宣言をしたあと、平安徳義会
の生徒さん・先生方との簡単な挨拶を交わして、流
しそうめん装置設置の班、食事の準備の班、道路側
土手の整備・柵補強の班の三班に分担が行われまし
た。挨拶の最中、平安徳義会さんのちっさな子が恥
ずかしすぎて泣きだし、隣にいた妹さん？お姉さん？

9月8日～１２日（月～日）国際大会参加報告
会場：韓国ヨス 市橋清太郞
クラブを代表して行ってまいりました！京都部から
は僕を含め5名(偉いさんばかり)、西日本区からは30
名弱の参加でした。国際大会は前回の台北での大会に
続き、2回連続の参加です。
ヨスはプサンから高速バスで2時間半の日本海に面
した小さな街で何年か前にエキスポが開かれたそうで
す。そのエキスポの会場で今回の大会が開催されまし
た(町外れのリゾート地区)。
ヨスは京都と同じく蒸暑く、汗だくになりながら広
い敷地をメイン会場に向け歩いてましたが、案内看板
もなく、案内人もなく、ただすごい人混みが見えたの
でそこに行くと、建物の間に作った巨大なアーケード
がメイン会場でした。日陰ではあるが外です。とにか
く暑いので、うちわと水は無料で配れれてました。
これまで僕が参加したワイズの大会の中では最も人
が多く、総勢3000人近くだったそうです。内9割は韓
国エリアから、残り1割は日本を含む外国からの参加
者らしいです(参加者名簿が配られてないので、正確
なことは？です)。
冒頭、大統領からのメッセージがあったり、超巨大
なスクリーンに映像が流されたり、派手なオープニン
グでした。国際大会ではバナーセレモニーの代わりに、
国旗を掲げての入場セレモニーをするのですが、参加
者のない国はIYCに参加しているユースが代わりに持っ
て行進です。僕のコメット、ZEROクラブの佐古田会長
のコメットも外国の国旗を持って行進しました。
夜は宴会！と当たり前に思ってたら、3会場に分か
れて各自自由席のビュッフェスタイル、しかもアルコー
ルなしというガッカリな設えでした。広い部屋でキョ
ロキョロしてると、台北ダウンタウンのリャオさん夫
妻(次期台湾区理事)にここに座れとお声をかけて頂き、
台湾チームのテーブルで一人混じって、交流してきま
した。
夕食後、海辺のステージで音楽演奏などの演舞があ
りましたが、熊本にしのお二方と早々に抜け出し、夜
の飲み屋街で以降3夜連続の交流会(飲み会)を楽しみ
ました。
2日目午前は各事業の分科会ですが、英語がわから
んのでパスして、街ブラ、昼食はまたビュッフェで初
対面のアフリカン3名と相席で交流、午後からエクス
カーションでした。夜はアーケードの下でぬるい低ア
ルコールビールを飲みながら、各エリアの宴会芸発表
会、我がアジアエリアは会場に空席が目立つ中、最後
から3番目だったかに登壇、みんなでwe’re the worl
d の合唱、最後のアフリカエリアのダンスにみんなな
だれ込んで、暑さ怠さでナチュラルハイになった状態
でワイワイ踊って終了！
3日目はしっかりアジア・パシフィックエリアの各
区報告会とエリア会長・役員交代式に出席。夜はやは
り蒸暑いアーケードで地元子供の民族舞踊団による演
舞鑑賞、IYC参加者のダンスステージ、その後プロのD

Jが出てきて、会場はクラブ状態に！ノリについて行
けずここで退散。
最終日はエアコンの効いたホール(なぜか人が少な
く500名くらいのホールで充分)で閉会セレモニーに出
て、会場を後にしました。
大会の企画運営には不満もありましたが、大いに交
流できた大会でした！
次は来年7月の仙台アジア・パシフィックエリア大
会です。多くのメンバーで参加しましょう！

9月６～１２日国際大会ＩＹＣ参加報告
会場：韓国ヨス 市橋さら
前に比べて、今回はたくさんの方と英語で会話する
ことを楽しむことができました。また英語力の向上に
伴い、新しくできた友達の数も2年前と比べ倍近く増
えたと思います。なにより、1番成長できたと感じる
ポイントは、ユース全員の前での発表を経験できたこ
とです。思った通りに伝えることはできませんでした
が、その発表のチャンスを逃げずに掴めたことが私を
成長させてくれたと思います。しかし、反省点もたく
さんあります。ディスカッションで積極的に意見を言
えなかったり、わからない単語が出てきたり、一度で
相手の言うことを聞き取れなかったりと、まだまだ勉
強不足だなと感じることも多かったです。今度はこれ
を逆に伸び代だと捉え、この新たな反省点をまた次の
機会に生かし、自分自身がもっともっと成長していけ
るようにこれからも頑張っていこうと思います。応援
してくださった皆様、本当にありがとうございました。

８月２４日（金） 京都部EMCフォーラム
メルパルク都 EMC委員長 中野かおる
会長、次期京都部部長島田ワイズ、京都部国際交

流主査安平ワイズ、直前会長安田ワイズ、澤田ワイズ、
中野の６名で参加してまいりました。参加者は56名でし
た。西日本区EMC事業主任の小野勅紘ワイズの講演があ
り、森田ワイズ将来構想特別委員がまとめた全国のクラ
ブ人数の増減変遷資料によると、全体の平均年齢は59.2
歳。京都部、九州部の年齢層は50歳前後が51％を占めて
おり、それ以外の部は60〜70歳が72％を占めています。
元気な部は現役時代からワイズに関わっていて、若い人
をメンバーに加え、常に新陳代謝を図り続けることでク
ラブが活性化しています。直前９年間の京都部の増減率
によると、1位トップス96％（25名から49名へ増）、２
位ウエスト29％（28名から36名へ増）、３位パレス21％
（53名から64名へ増）でした。1位のトップスは、例会
だけでなくそれ以外の勉強会や趣味会などを開いている
とのこと。ウエストのEMC委員長として、できることや
るべきことを明確にして、より素敵なウエストクラブに
していけるよう頑張ろうと思った夜でした。

Ｈａｐｐｙ
野田
Ｈａｐｐｙ
福田
四方

Ｂｉｒｔｈｄａｙ
君子メネット（9/17）
Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ
英生・仁見（9/28）
秀和・香美（9/27）
YMCA NEWS

1. 第1回京都YMCAチャリティーゴルフ
日
程： 2018年10月24日（水）
場
所： センチュリー・シガ・ゴルフクラブ
2. びわこサバエ 秋祭り
日
時： 9月23日（日） 午前11時～午後3時
場
所： 京都YMCAサバエ教育キャンプ場

2日

２０１８年９月スケジュール
リトセン
リトセン
日
9:00
秋ワーク

６日

木

三役会

19:00

京都YMCA

９日

日

京都部会

15:00

グランドプリンス

13日

木

（オープン役員会）

第一例会

19:00

京都YMCA

27日

木

（メネット例会）

第二例会

19:00

東急ホテル

２０１８年１０月スケジュール
４日

木

三役会

19:00

京都YMCA

11日

木

19:00

京都YMCA

２０日

土

ポテトファンド

8:30

丸進運輸

２５日

木

（部長公式訪問）

第二例会

19:00

東急ホテル

第一例会

（ｵｰﾌﾟﾝ役員会）

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. 7/15.16お掃除ボランティアの報告
15日に澤田ワイズ、中野ワイズ参加、東陵クラブ呼掛けで、立
命大学生17名も参加。16日は福田ワイズ参加。
2. 7/16 西日本豪雨災害緊急募金について
福田ワイズ参加。三条Y本館前にて募金。集計7万超程。
3. 7/26 キックオフ例会の報告
西日本区委嘱状発表と三役及び各委員長、島田次期部長、安平
交流主査の所信表明
4. 7/27 国際・交流事業懇談会の報告
西日本区より中井国際交流主任が参加。他ｸﾗﾌﾞとのファンド情
報交換等ができ、今後のファンドに活かしたい。又他ｸﾗﾌﾞとの
交流が持てた。
5. 7/29北京都フロンティアクラブ 舞鶴ちゃった祭り例会中止の
報告
YMCAとフロンティアクラブ共催のちゃった祭りイベントは実
施しました。地域の知的障がい児童及び保護者と約40名で納涼
会を行い、花火を楽しんだ。
6. 8/18竹林ワーク 流しそうめんの件
当日9時集合。約28名参加予定、さらに増えると思われる。食
材担当分担済。
7. 8/23第二例会（ゼロクラブ合同納涼例会）について
日航プリンセスホテル京都にて開催。ウエストはアトラクショ
ン担当。交流が目的。
8. 9月メネット例会について
メネット事業「子供の貧困・虐待からの脱出」かかわるお話を
徳義会の先生に。
又IYC参加市橋さらさんの報告を思案中
9. スイカファンドの報告
売上78,400円支払い64,000円でした。
10. ブドウファンド・ポテトファンドについて
ブドウ現在17セット申込。
ポテトファンドは10月20日に決定。金額は去年と同額予定。
チラシ作成。
11. 平安徳義会卒業生例会招待の件
今年度は5人予定。ﾌﾟﾗｽ引率の先生。新年例会招待予定。
12. 前期各種クラブ負担金の納入について
メールにて送ります。
13. 西日本区定款 新クラブ設立人数の改正について
国際より新クラブ設立5人からに改正。投票の結果承認された。
14. 11/3舞鶴国際協力街頭募金とキャピタル周年例会について 協
議とする。
15. 各事業委員会報告
協議事項
1. 11/3舞鶴国際協力街頭募金とキャピタル周年例会について
結論出ず、次回にて保留
他クラブ関係
1. 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
10/7瀬戸山陰部部会
回覧にて参加者は登録用紙に記入する
ＹＭＣＡ関係
1. 7/23サバエ秋祭り（9/23（日））実行委員会の報告
現状とこれから2年間を考えるとの説明を聞く。ウエストとしては
食事とゲームの屋台出店をする。
2. 9/2 リトセンカレーワークについて
8時半集合。現在12名参加。ノーマルカレーに夏野菜のトッピン
グ。
京都部関係
1. 岩本ワイズへ次期京都部メネット事業主査排出のお願い。 議
案へ
2. 7/28ワイズデーふれあいフェスプロジェクト会議について（次
回開催 8/31（金））
次回の委員会迄にチケットの件と屋台出店の件を報告する。
ウエストしてはチケット20枚。物販販売。縁日ブース、広報ブース
に参加希望する。
3. ワイズデーでの唄練習会8/21・30 会長と一人参加要請 林会
長が指名する
4. 7/13PR委員会の報告(次回は 8/17（金）開催)
5. 9/9京都部部会（15時～ 会費：10,000円）メネットアワーに
ついて
京都部会33名メネットアワー14名登録済み
6. 8/24EMCフォーラムについて（メルパルク京都） 情報共有、
交流してくる。
7. 京都部国際・交流事業主査の活動報告・7/27国際交流懇談会に
ついて 欠席につきなし。
京都部次期キャビネット活動報告欠席につきなし。
その他
1. ワイズ将来構想特別委員会 活動報告
各部主体の実働チームの依頼。８/７ びわこ部。８/１１福知
山クラブに訪問。今後も各部に訪問し、将来構想をPRする。
2. 角谷事務局員活動報告
西日本区理事通信発行。
総会議案
1.安田期38期年間事業報告について 承認
2.安田期38期会計報告について 承認
役員会議案
なし

