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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）
西日本区理事 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

第３９代
会長主題

Public Relations Wellness

ワイズメンズクラブの活動を広報して、社会認知度
を高めましょう。
加藤信一 広報・情報委員長（京都トップス）
今月の聖句
求めなさい。そうすれば、与えられる。探しなさい。そうす
れば、見つかる。門をたたきなさい。そうすれば、開かれる。

人とつながる。次世代に向けて

ＰＲ委員長

マタイによる福音書

第７章７節

会長

林

正章

副会長

吉川

書記
会計

金澤典子・塚本勝巳
中原一晃

忠

澤田長利

2018年10月19日金曜日19時から30分京都ＹＭＣＡにて行われました。
各クラブの選任委員とクラブ代表の方々で会議が始まりました、東田ＰＲ委
員長からの報告で今後の予定10月24日のＹＭＣＡチャリティーゴルフの件や
25日のＺＥＲＯクラブＥＭＣ１００人例会の件や28日の国際協力募金のこと
や、11月11日のY's day京都ふれあいフェス２０１８の予定報告がおこなわ
れました、重要議題として11月11日のＹｓｄａｙについて提案がありＰＲ委
員会としては、各クラブのＶＴＲを製作しモニターで放映するとの提案があ
り予算決議が行われ満場一致で可決しました、内容としては各クラブの活動
写真を集め人が集まるY's dayで放映し一般のお客さんに紹介していくとの
ことでした、また委員長からの提案で会場が広いので、京都19クラブの活動内容を写真パネルで紹介するコーナー
を設けＹｓ身内だけではなく広く一般の方々に発信し広報活動を行うことになりました、
パネル作成はＰＲ委員会で作るとのことでした。川上京都部部長からは、すばらしいボランティア活動を行っ
ているＹ'sを京都市に知っていただき、将来的には行政との連携も図りたいとの言葉を頂きました。またY's day
では、19クラブの紹介ＶＴＲを京都部ワイズメンズクラブＨＰに貼り付けてＰＲに活用していきたいとの思いも
頂きました。また、東田委員長から今後のＰＲ委員会についてのあり方についての提案もあり、参加クラブから
は、ＨＰの強化や、Y'sのＰＲで本当に行わないといけないことをもっと話し合わなければとの意見が出ていまし
た。今一歩Y's活動発展に関してＰＲ委員会も進化する必要があるのではないかと思いました。
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

１０月出席率96.9％
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ含む
9月出席率93.3％

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

第二例会(部長公式訪問)

27名
0名
1名
0名
0名
0名

28名

ニコニコ

ファンド

前月累計
27000円
メ
ン 29名 前月累計
ポテト
0名 第二例会 13000円
広義･功労
1名
合計
メネット
累
計
40000
円
0名
コメット
1名
ゲ ス ト
豪雨震災募金
3名
前月累計
ビジター
45000円
10月
0円
34名
合 計
45000円

32400円
623697円
32400円

10月11日（木） 役員会兼第一例会
書記

塚本勝己

１０月役員会兼第一例会が、商工会議所で行なわ
れました。今回の場所移動はＹＭＣＡの創立記念日
と重なり休館日となった為でした。違う場所で行う
役員会も新鮮で良い物です。
今回の報告事項は11月と言う事で野外活動の報告
が多かったと思います。サバエ秋祭りにはじまりピ
ザｄｅ竹林、舞鶴街頭募金、ワイズデー、みやこふ
れあい祭、オータムフェスタ。10月、11月は本当に
行事が多い月です。
また、他部会出席の報告と他クラブ関係ではキャ
ピタル35周年記念例会の案内。ウエストから２４名
の参加は凄い参加率だと思います。
京都部関係では11月11日のワイズデー！どんなワ
イズデーになるか楽しみです。
いつもの様に役
員会が終わるとお
楽しみ居酒屋！美
味しい食事とお酒
を頂きました！
いつも段取りして
くれる金澤ワイズ
ありがとうござい
ます！

10月14日（日） ピザde竹林
地域奉仕・環境委員 福田英生

か。鍋蓋の上にも、
熱した炭を置いて、
10分ほどして蓋を
開けてみたら、ちゃ
んとピザがこんが
り色づいて出来て
いるではありませ
んか。
私は驚きを隠せ
ませんでした。最
初に口にしたのは、
現地でとれた栗で
した。次なる食材
はポークスペアリ
ブでした。
こんなに贅沢なひとときはないなと感じて食は止
まりません。
続いて、アヒージョづくりが始まったときには、
テンションMAXで皆にお料理の案内をしていました。
自然の中で食事をすると、どれもおいしさが引き立っ
ていた様に感じました。
一方、赤松ワイズが刈り込みの作業をされていた
時に、私たちは徳義会の子どもたちと一緒に草を運
んでいました。塚本節が子どもたちに対し、人生ウ
ンチク小講義をされている様子が大変印象に残りま
した。「大人になったら、金儲けなんて簡単に出来
るで!」とみんなを苦笑させていました。こんなに楽
しいワークは、またやりましょうと岩本委員長が締
めの言葉とされました。メンバーは、林会長・安田
前任会長・岩本委員長・塚本・安平・加藤・桂・牧
野・河合・森田・福田&メネットでした。ご参加され
た皆さま、どうもお疲れさまでした。

10月20日（土）

ポテトワーク

EMCドライバー委員

天候を気にしておられましたが、参加メンバーの
行いが良いせいなのか、現場に着くと、晴れ間も見
えてきましたので安心して準備に取り掛かることが
出来ました。
徳義会さんからは、山下園長をはじめ、女性の先
生2名と子どもさんが6人参加をして頂き、桂ワイズ
の孫3人が加わることで、メンバー合わせて計26名で
思い存分楽しいひとときを過ごして参りました。
まず、思ったことは高倉ワイズがどのようにして、
ピザを御作りになられるのかと、なるたけ近くで観
察できるように見入っていました。 すると、アウ
トドア用品のダッチオーブンを使用する様なのです。
お手伝いをして、調理を進めていくとどうでしょう

渡邊昌嗣

今年のポテトワークは9月の北海道胆振東部地震の
影響も心配でしたが、早朝8時より久御山の丸進運輸
さんで無事に行いました。
小雨が降る中、奥田ファンド委員長の指示で配達
開始です。配達に出ると雨もあがり、絶好の配達日
和でした。
男爵と農林の数が合わないと委員長がてんぱり気
味でしたが、お昼過ぎには無事に解散することがで
きました。当日、引取や配達にご協力いただいた皆
様、たいへんお疲れ様でした。

10月20日,21日（土,日）
西日本区次期役員研修会 次期部長 島田 博司
10月20日・21日と2日
間にわたり西日本区次期
役員研修会に出席してま
いりました。
ウエストクラブの入会
の浅いメンバーにはわか
りにくいかと思いますが、
西日本区のいわゆるワイズメンズクラブ国際協会西日
本区の執行部の方が次期の各部（西日本区には９つの
部があります）部長さん並びに主任さんが部や区を運
営するにあたり、心構えや事務的なことをお勉強する
という研修会です。
メインは2日目の部長グループに分かれてのディス
カッションと、部長方針発表です。次期の自分の想い
や考えを皆さんの前で発表するという部長公式訪問の
予行練習みたいなものですね。私はEMCについて（京
都部600名体制）や、5年先・10年先、自クラブがどの
ような姿になっているのかを各クラブで話し合い、そ
れによって自クラブの長所短所を知ることにより、一
層強いクラブの集まり、強い京都部にしたいこと。ワ
イズの知名度をもっと広げたい。ということを自分な
りに話してきました。（めっちゃ緊張しました）
研修会の前日に身内に不幸がありましたが、お通夜・
告別式の日程と幸い重ならなかったこともあり、懇親
会・2日目のお昼からの日程はキャンセルとなりまし
たが、自分自身大変勉強になった２日間でした。

した蚊帳の購入などにより、蔓延する前の状態に巻き
戻し（ロールバック）撲滅しようというのがロールバッ
クマラリア運動です。
ワイズの活動としてこの運動に参加する充実感を熱
く語る川上部長。そのスピーチに、多くのワイズが感
銘を受けました。

10月28日（日）舞鶴国際協力街頭募金
Yサ・ユース委員長 河合 久美子

舞鶴・赤れんがパークにてYMCA街頭募金が行われま
した。
京都市内ではこの日、各所で国際協力に関する募金
が行われましたが、舞鶴では西日本豪雨災害について
行われ、ウエストク
ラブは観光バスをチャー
ターして府北部に遠
征、舞鶴YMCAや北京
都フロンティアクラ
ブと協働して実施し
ました。
赤れんがパークでは当日、イベント等がなく人出は
多くありませんでしたが、ご一緒いただいた平安徳義
10月25日（木）部長公式訪問第二例会
会の先生と小学１年生の子ども達、桂ワイズのマゴメッ
EMCドライバー委員
中川 由宇
ト３名、現地で合流した舞鶴YMCA国際福祉専門学校の
川上 孝司部 長、 東田 職員さんと学生さん達、フロンティアクラブのメンバー
吉末PR 委員長、松崎和 とコメット達など、全員が頑張って下さったお陰で、
彦Ｙサ ユース 事業 主査 道行く人々が足を留め、募金箱に入れて下さり、短い
の３名 の京都 部役 員を 時間でしたが心温まる体験の機会となりました。
募金終了後、舞鶴YMCAに立ち寄り、ウエストクラブ
お招き し、部 長公 式訪
問例会 が行わ れま した。 35周年の折に植樹したもみの木の前で記念撮影。その
途中、川上部長の姿が見えなくなったと思うと、突 後、海上自衛隊にて迫力ある艦艇の見学を行った後、
然、川上部長と同じ背丈の蚊（ハマダラカ）が音楽を 帰路につき、お天気にも恵まれ、充実した一日となり
奏でながら会場に出現！ワイズメンの注目を浴びなが ました。
参加者：メン12名、メネット2名、コメット3名、平安
ら「ロールバックマラリア」の解説が始まりました。
マラリアは、マラリア原虫に感染したハマダラカと 徳義会先生2名＋生徒8名。
いう種類の蚊に刺されることで感染する病気で、多く 現地にて舞鶴YMCA職員3名＋生徒13名、フロンティア
クラブ3名＋コメット2名。
の子どもたちの命
を奪っています。
日本でも流行っ
た時代がありまし
たが、撲滅に成功
しました。現在マ
ラリアが蔓延して
いる地域でも、殺
虫剤処理をほどこ

Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ
中原一晃（11/9）島田由美子メネ（11/13）
Ｈａｐｐｙ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ
立山隆一・益子（11/9）
大西光子・洋（11/11）
野田泰伸・君子（11/11）
YMCA NEWS
オータムフェスタ
日 時： 11月18日（日） 11:00～15:00
場 所： 京都YMCAリトリートセンター
参 加 費：大人2,000円／小学生1,000円／幼児無料
※京都駅、JR宇治駅、京阪宇治駅より無料送迎バス
お申込み：京都YMCAリトリートセンター事務局
（TEL）075-255-4709（当日のみ：0774-24-3838）
（E-mail）retreat@kyotoymca.org
YMCA・YWCA合同祈祷週集会 日野原重明さんから
のファイナルギフト ～ユースエンパワメントに向けて
日 時： 11月16日（金）19:00～21:00
場 所： 京都YWCA
参 加 費： 500円（茶菓付）※学生は無料です。
お問合せ・お申込み：
京都YMCA （TEL）075-231-4388／
（E-mail）kyoto@ymcajapan.org
京都YWCA （TEL）075-431-0351／
（E-mail）office@kyoto.ywca.or.jp
２０１８年１１月スケジュール
1日

木

三役会

19:00

京都YMCA

8日

木

（オープン役員会）

第一例会

19:00

京都YMCA

11日

日

ワイズデー

18日

日

リトセンオータ
ムフェスタ

12:00

リトリート
センター

18日

日

みやこふれあい
祭り

12:00

西院中学

22日

木

19:00

東急ホテル

第二例会

（ＥＭＣ例会）

11:00 北大路ビブレ

２０１８年１２月スケジュール
6日

木

三役会

19:00

京都YMCA

１3日

木

（オープン役員会）

第一例会

19:00

京都YMCA

15日

土

クリスマス例会

18:00

東急ホテル

22日

土

26日

水

17:00

後報

YMCAクリスマス
ロビーコンサート

ウエスト忘年会

10月11日役員会林期議事録（京都商工会議所） 司会 金澤書記
議事録作成者：中野EMC委員長
報告事項
1 .中原会計広義会員移行の件・御見舞金・会費返金の件について
中原会計広義会員移行は9月1日より。７,8月分以降は返金する。
2. 9/23(日)サバエ秋祭りの報告
メン１０名、メネ2名、コメット１名参加。フランクフルト、わら
び餅の販売、ヨーヨー釣りを担当。ミニ鉄道もあり、楽しく過ごす
ことができました。
3. 9/28(木)メネット例会の報告
メネット会がどうやってできたのかの話を鈴木メネットがご自身で
された。市橋ワイズのさらコメットのインターネット回線を繋いで
の韓国ヨスの活動報告。徳義会の山下園長による虐待のビデオ鑑賞
と現状の虐待について。

4. 9/29.30(土・日)エイズ文化フォーラム中止について
29日は開催。HIVの講演会と展示。台風のため、30日は中止。
来年は龍谷大学で行われる予定。
5. 10/14(日)ピザde竹林について
当日は9時現地集合にて。参加者は自分たちの座る折りたたみ椅子を用
意してほしい。負担金はなし。但し、各自の飲み物は持参すること。
子どものジュースなどは用意する。
6. 10/20(土)ポテト配達ワークについて
全部で1038箱あり。配送の順などは後報にて。8時丸進運送様にて。
7. 10/25(木)部長公式訪問例会について
当日は男性ネクタイ着用、ダークスーツにて。女性は正装にて。遅く
とも、18時45分までに着席のこと。
8. 10/28(日)舞鶴国際協力街頭募金について
9時15分御池柳馬場に集合。9時30分出発。募金箱の用意は阿部連
絡主事。昼食代は各自負担。バスをチャーター。17時半頃帰京予定。
9. 11/11(日)ワイズデーについて
北大路ビブレにてPRで竹林のワーク写真など展示予定。
10. 11/18(日)みやこふれあい祭りについて
焼きそば、わらび餅の販売予定。各90食。焼きそばの鉄板は徳義会か
ら持ってくる予定。
11. JAPAN WEST Action掲載upについて（Ｙサ・ＣＳのみ）
活動の写真の掲載をネットで紹介。やり方は岩本CS委員長迄お問い合
わせを。
12. 11/18(日)リトセンオータムフェスタについて
みやこふれあい祭りと被っているため、分散して参加協力お願します。
ジャンボ餃子150食。11時から15時の予定です。
13. 11/22(木)EMC例会について
門川市長をお招きしての日本酒を嗜む会にする。入会が望めそうな方
にお声がけしていく。もちろん日本酒好きの方にもお声がけを。まず
はワイズを知ってもらうことも必要なので。すでに１０名ほどのゲス
トが確定です。
14. 他部部会出席報告について
9/16(日)中西部部会報告：桂Y ８名で参加。盛り上がりました。
9/17(月)阪和部部会：森田Ｙ １人で参加。チャチャチャバンド(障害
者のバンド)の演奏が有り上手だった。
9/22(土)六甲部部会：安平Ｙ 森田夫妻、河合、福田夫妻の６名で参加。
9/29(土)西中国部部会：高倉Ｙ 100名ほどの参加が有り窮屈名状態だっ
た。西中国以外の人が半数以上だった。
15. 各事業委員会報告
・ファンド委員長奧田Y ファンド期間が1ヶ月のスーパーで買える感覚
のイメージのファンドを試みてみようと考えているのでご協力よろし
くお願いします。
協議事項
1. ＥＭＣ例会のゲスト登録費と予算について→議案へ
他クラブ関係
1. 他部部会情報
11/4（日）びわこ部部会
登録費8000円。
11/3（土）キャピタルクラブ35周年記念例会の締め切りについて10/
15（月）登録費１万円、ウエストからは24名参加。17:00−20:30ア
ピール補助金有り。
ＹＭＣＡ関係
1. 10/24(水)YMCAチャリティーゴルフ大会について
詳細はメールにて確認を。集合時間など厳守。会費は金澤Yへ。
2. 10/28(日)京都YMCA国際協力募金について
三条YMCAにて行われますが、ウエストは舞鶴にて。舞鶴参加できな
い方で、お時間ある方は参加ください。
3. YMCA YWCA合同祈祷週集会について
11月16日（金）19時-21時 室町下立売のYWCAにて行われます。川
添先生（お医者様）のお話。お茶、お菓子などが出ます。参加費500円。
京都部関係
1. 10/20.21(土・日)次期区役員研修会について
未だかつてポテトワークを休んだことなかったのですが、今回次期部
長としてしっかり研修受けてきます。
2. 9/21(金)PR・ワイズデー合同委員会の報告(次回は10/19(金)
開催)19日は澤田Yが参加します。
3. 京都部国際交流事業主査の活動報告
トゥービークラブと沖縄クラブがIBC締結。他IBC、DBCが活発に行わ
れています。
4. 京都部次期部会進捗状況
先月にウエストメンバーの担当振り分けをしましたものをメール済み。
今後の京都部についての連絡については、佐治ワイズからの配信予定
5. 京都部次期キャビネット報告
キックオフミーティングを8/29に行って、みんなの顔合わせ済み。
今後追って連絡します。
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 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。
役員会議案
1. 11月EMC例会のゲスト登録費について、7000円/1名とする。 承認
（ビジターは7000円/1名)

