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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

EMC-E・YES
“Ｙ’s Ｍen’s Ｗindows １００（→２０２２）”２０２２年の
ワイズ１００周年までに、全ての部においてエクステンションに
挑戦して、１００クラブ＋２０２２名を実現しましょう！（Ｅ）
ＹＥＳ献金はエクステンションを支援するためのものです。（Ｙ
ＥＳ）小野 勅紘

ＥＭＣ事業主任

（西宮クラブ）

今月の聖句
マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさ
い。この子は自分の民を罪から救うからである。
マタイによる福音書１章２１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

「西日本区理事事務局員・次期京都部事務局長として」

角谷多喜治

平成30年7月1日より「西日本区理事事務局員」として…
今までとは違ったワイズ活動を経験させて頂き、また、島
田次期京都部部長の下…次期京都部事務局長として、島田
次期京都部部長を始めとする次期三役（安平次期京都部会
計、牧野次期京都部書記、塚本次期京都部書記）の皆様に、
ご指導頂きながら、こちらも今までとは違ったワイズ活動
を経験させて頂いております。 全く、知らない世界に飛
び込んだような感じで…戸惑いながら日々勉強させて頂い
ておりますが、西日本区から見た或いは京都部から見たワ
イズメンズクラブは、京都ウエストワイズメンズの中で体
験してきたクラブ像とは必ずしも一致せず…むしろ京都ウ
エストというクラブが特別（良し悪しの意味ではありませ
ん。）なのかもしれないと思うようになりました。 今更ではございますが、各クラブにそれぞれの特徴があっ
てこそ、クラブ同士の交流の時にも刺激や関心（感心も）が生まれ、それがワイズメンズの醍醐味であることは
自分なりに理解はしていたつもりですが…。その理解以上に本当に様々なワイズメンズスタイルがあり、それが
凄く新鮮で…考えさせられる日々が続いております。…第35代会長期の2017年3月23日の日に、作成しました「ウ
エストクラブを考察しよう」を見ながらあらためて腑に落ちているのが今の私のワイズライフです。
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

11月出席率97.0％
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ含む
10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

16名
0名
1名
0名
0名
0名

17名

第二例会(EMC )

ニコニコ

ファンド

前月累計
40000円
メ
ン 29名 前月累計
11月
1名 第二例会
広義･功労
0円
3名
合計
メネット
40000円
0名 累 計
コメット
ゲ ス ト 33名
豪雨震災募金
14名
前月累計
ビジター
45000円
11月
0円
合 計
80名
45000円

656097円
0円
656097円

11月3日（土）キャピタル35周年記念例会
草野功一
わがウエストクラブの弟クラブである標記例会がウエ
スティン都ホテルで午後５時から開催された。第１部で
は来賓挨拶、記念事業目録贈呈等のほか、第32代～第36
代会長の紹介があった。第２部尚男の部屋では、「未来
映像」をテーマに、６月手術岡本尚男ワイズとのスクリ
－ン映像による対面司会形式で、神崎清一同盟総主事、
田中博之アジア・太平洋地域会長、そしてキャピタルク
ラブの古参からニューメンバーの各層との間で、臨場感
溢れるトークセッションが行われた。その直後、暫しの
暗転舞台から突如、粋なハット姿の岡本ワイズがスポッ
トライトを浴びて現れ、パレスチャーター時からの大野
嘉宏、森田恵三ワイズとの交流等豊富なワイズ歴を交え
て岡本節の健在振りを披露し、万雷の拍手を浴びた。第
３部懇親会では、京都明徳高校ダンス部のオープニング
アクト、パーフォマンスと岩倉真紀子顧問教諭による講
演が中心であった。岩倉教諭は、ソフトボール部指導か
らダンス部指導へのシフトチェンジをキ－ワードに、変
化は進化、そして真価へと、酒席の合間のショートスピー
チをキッチリ引締められた。ＰＲタイムの先陣として、
ウエストクラブは佐治実行委員長以下全員が壇上から京
都部会をアピールする機会も与えられ、午後８時半閉会。
当日の参加者は、キャピタルのＩＢＣ・ＤＢＣ（台北ア
ルフア・東京クラブ）を含めて計241名、わがウエスト
クラブは親クラブのパレス（13名）を上回る24名（メン
22、メネ２）で、恒例の二次会も翌日の部会等参加予定
の山田敏明（十勝）、岩本悟（熊本にし）ワイズを含め
て18名の盛況であった。

年と共に、日本でのワイズ誕生90年ということになりま
す。大阪クラブには個人的な知り合いなどはおられない
のですが、全てのクラブの源流とも言える大阪クラブへ
の敬意と勉強の為に行って参りました。中ノ島のYMCAの
立派なビルの中にある講堂で行われ、ソプラノ歌手の歌
で始まり、式典、アトラクションのオペラ歌手とピアノ
演奏、懇親会、最期に京大の宇宙物理学の先生の講演と
いう、ちょっと変わった構成のプログラムでした。大阪
のワイズメンを中心に150名程のメン・メネット・YMCA
関係者の列席がありました。メンバーのお話ではやはり
クラブの高齢化とメンバーの減少が大きな問題と言われ
ていました。100周年に向けて、クラブの活性化を期待
したいです。
参加者：森田ご夫妻、市橋の3名

11月11日（日）ワイズデー
島田博司

京都市北文化会館にて今年度のワイズデー、京都ふれ
あいフェス2018が開催されました。今期川上京都部部長
の肝入りの共催京都市、京都YMCAという事業です。朝早
くから在京ワイズメンがたくさん集まり、会館の１階で
は展示・販売・PRコーナーが設置され、それぞれのクラ
ブが支援先などと協力し思考をこらしたブースだったと
思います。そして11時からはやわらぎの庭にてふれあい
コンサートがスタート。ほのぼのとしたコンサートの中
にも本格的なニコ演奏などがあり、買い物におつずれた
方も足を止めて演奏を聴いておられました。（ふれあい
コンサートは11時から13時まで開催）3階創造活動室で
は京都市さんが各団体さんによる演奏・踊り・ダンスや
トークショーなどを開催され、出演者の方も一生懸命頑
張っておられたのが印象的でした。（（12時から14時半
11月4日（日）びわこ部第23回部会
まで開催）そしてワイズデーのメインは2階ホールでの
高倉英理
ふれあいフェス2018。たんぽぽハウスさんによる映像紙
小雨しぐれるなか、びわこ部部会に参加してきました。 芝居にはじまり、シンガーソングライターの盲目のシン
ガー長谷川きよし氏のコンサート。私は切符切りのお手
第１部式典が通例通り行われ、遠藤理事の挨拶では今期
伝いをしていたので代わりに嫁と嫁のおかぁさんに参加
西日本区の活動の４本柱「新生ワイズおこし運動・YMCA
してもらったのですが、たんぽぽハウスさんの紙芝居も
パートナーシップ(支えたくたくなるYMCA、入りたくな
素晴らしかったしもちろん長谷川きよしさんもギターテ
るワイズ)・ジャパンウエストアクション(Yサ・CS事業
クニック・パワーあふれる歌唱力はすごかったと後から
の紹介)・新クラブ設立」を熱く語られました。バナー
興奮気味に感想を聞かせてもらいました。何より司会の
セレモニーが無かったのは寂しかったですが。続いて第
女性が美しく、声も綺麗なあの女性はNHKか民放かはた
２部は日本YMCA同盟総主事神崎清一さんの記念講演で、
またCNNかどこかのアナウンサーなの？っと聞かれ、我
YMCAの現状、同盟の活動についてお話されました。第３
がウエストクラブの只今絶賛売り出し中の中野かおるワ
部懇親会は津軽三味線の演奏で始まり、三線で「涙そう
イズだよって、私も興奮気味に答えておきました。
そう」を唄われ、津軽じょんがら節も披露して頂きまし
さぁ来年はハードルが高くなりましたが、今期以上のワ
た。草津クラブのメンバーである橋川草津市長は「人口
イズデーを目指してがんばりましょう！参加されたみな
が増加している住みやすい町、長生きの町」と草津市の
さま、お疲れさまでした。
アピールを挨拶とされていました。
アットホームな部会で、たくさんのワイズメンと語り
11月18日（日）みやこふれあい祭り
あえ、とても楽しいひとときを過ごしました。
奥田英詔

11月10日（土）大阪ワイズ90周年
市橋清太郎
日本で最初にできたワイズメンズクラブである大阪ク
ラブの90周年記念例会に参加してきました。クラブの周

「リトセンオータムフェスタ」と「みやこふれあい祭
り」が同じ日での開催となったため、私は昨年に続いて
「みやこふれあい祭り」のお手伝いに参加いたしました。
昨年は、朝から非常に寒かったのですが、今年は天候も

良く、野外での活動に
はうってつけの一日と
なりました。我々が担
当するのは、「焼きそ
ば」と「わらび餅」の
2品。開始当初の焼き
手は私と福田メネット。
オーソドックスなスタイルの私に対して、福田メネット
は「おたふく方式」という、そばから焼き始めるという
特徴的な方法で調理開始。11時位から焼き始めると、早
速並んで購入する方が続出し大変うれしい人だかりとな
りました。時間と共に、参加者の皆様で焼き手を交代し
ながら、用意した分すべて完売となりました！特にわら
び餅は、昨年気温の低さにより非常に苦戦した記憶があっ
たのですが、今年は大ヒット！こちらからＰＲするまで
もなく昼過ぎに完売しました。非常に爽やかな地域奉仕
事業でした。岩本CS委員長をはじめ参加していただいた
メンバーの皆さま、お疲れ様でした。
参加者 林会長・安田・岩本・加藤・胡内・奥田・市橋・
福田・福田メネット・高倉・野田

京都の豊かな地下水を意味する「伏し水」が「伏見」
の語源であること、乾杯は大いなるものに感謝するとと
もに慶事・健康などを祝す意味があること、乾杯条例は
文化の理解の促進につながる「文化条例」であり、同様
の条例が全国に多数（142も！）作られていることなど、
様々な学びがありました。
多数のゲスト・ビジターにお越しいただき、80名近くで
の賑やかな交流ができました。地域社会などの問題に関
わり、啓発し、交友するという、ワイズメンズクラブに
相応しい例会となりました。

日本区ワイズの源流大阪クラブ創立90周年を祝って
西日本区ワイズ将来構想特別委員会
委員長 森田惠三

11月18日（日）リトセンオータムフェスタ
大阪ワイズメンズクラブ会員皆様には、目出度く創立9
0周年をお迎えになりましたこと心よりお慶び申し上げま
京都YMCAリトリートセ す。
ンターにおいてオータム この機を得て日本ワイズメン運動70年史を繙きますと、
フェスタが開催されまし 「大阪ワヰズメンズ倶楽部の国際加盟認証日は1928年11
た。紅葉が始まったメタ 月10日、26人の会員により創立された」とあり、続いて
セコイヤや鮮やかに色づ 「翌1929年1月8日午後６時半から大阪基督教青年会館に
いた銀杏のもと、松崎YMC おいて国際協会参加晩餐会が開かれ、モーニングの正装
Aサービス主査の開会の挨拶でプログラムが始まりました。 での参会であった」と記されています。今更ながら90年
開会と同時に、工夫を凝らしたメニューの数々の食品屋 という星霜の重みを感じずにはいられません。
台は長者の列で大盛況、ステージでは地元の団体による なお記事には、「認証日11月10日を「ワイズデー」と定
和太鼓の演奏・獅子舞の演技、バンジョー演奏などが披 めている」とあります。これは私が1992年度第38代日本
区理事に就任時、地域社会における知名度を高めるため
露され、会場は活気に溢れとても賑やかでした。
ウエストクラブは、人気メニューのジャンボ餃子の屋 に必要として広報委員会を設置し、ワイズデーを全国統
台を出店、こちらも大盛況で、お昼ごろには完売！和菓 一行事日とすることを提案し承認を得たもので、実に懐
子作り体験コーナーでは、たくさんの子供たちが楽しそ かしい感懐を覚えます。
大阪クラブは誕生後、次々と子クラブを生み出され、
うに和菓子作りに励でんでおりました。また子供の遊び
コーナーでは玉入れ大会などが行われ、子供達と一緒に その数は21を数えます。そして、大阪で湧き出たワイズ
大人もゲームを楽しみ、笑顔で一杯でした。ワイズ、YMC の源流は、その後７代に及び、今や東西日本区に141クラ
Aの関係者の他にも京都YMCA日本語学科の生徒さん、舞鶴 ブの大河となりました。しかし、激しい時代変化により、
YMCA国際福祉専門学校の生徒さん、一般の参加など３０ 特に東西分区後20年余の日本区ワイズの流れは、会員減
０名を超える来場者数となりました。徳議会の先生、生 少と高齢化に悩み活力なく淀んでいます。
徒さんにもお越しいただき、ウエストのメンバーも楽し 時あたかも西日本区においては、この苦しい現状に歯止
めをかけ、ワイズダム回復発展を目指すために「新生ワ
い一日を過ごすことができました。
イズ起こし運動」の展開を始めつつあります。日本区ワ
11月22日（木）EMC例会（第二例会）
イズの源流である大阪クラブの創立90周年を、単なる一
中川由宇
クラブの行事としてとらえるのではなく、私たち全会員
全国初・京都発の「日本酒乾杯条例」を推進・実践さ がワイズ発祥90周年記念の祝賀行事として認識すべきと
れている門川市長。京都の水の優しさが伝わってくる日 思います。
大阪クラブがこれを契機として、さらに100周年に向かっ
本酒造りを伏見でされている豊澤本店の豊澤社長。この
お二人のお話をお聞きし、みんなで日本酒を嗜むことで て力強く活動される姿勢をお示しいただくことが、後継
京都の伝統産業「酒造」を知る、京都ウエストワイズメ ワイズメンへの刺激となり励まされるものとなることを
信じつつ祝辞といたします。
ンズクラブのEMC例会が、11月22日に開催されました。
牧野万里子

Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ
吉川香絵メネット（12/8）林茂（12/16）
澤田長利（12/27）
Ｈａｐｐｙ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ
塚本勝己・由美（12/22）
胡内大輔・陽子（12/23）
YMCA NEWS
１．市民クリスマス
日 時： 12月14日(金)（※時間、場所は予定）
聖母学院中学・高等学校
ハンドベルコンサート 18：30～19：00
礼拝
19:20～19:50
キャロリング
20:00～21:00
場 所： 三条本館および三条寺町界隈・新京極周辺
でキャロリング
２．クリスマス ロビーコンサート
日時：12月12日（水）19：00～20：00（時間確認中）
ザ.クリスマスソング～なつかしのポップス～
12月13日（木）19：30～20：30 ゴスペルコンサート
場 所： 京都YMCA 1階ロビーステージ
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

ロビーコンサート

後報

京都YMCA

12～14日

14日

金

クリスマスキャ
ロリング

15日

土

クリスマス例会

18:00

東急ホテル

26日

水

ウエスト忘年会

19:00

後報

２０１９年１月スケジュール
10日

木

12日

土

17日

木

三役会

ＷＲＭ合同新年
例会（第二例会）
第一例会

（オープン役員会）

19:00

後報

18:00

東急ホテル

19:00

京都YMCA

11月役員会議事録（11/8,京都三条YMCA） 司会 金澤書記
議事録作成者：林ブリテン委員長

報告事項
1. 10/14(日)ピザde竹林の報告

晴天の中、計26名が参加。ピザ、アヒージョなど、殆ど高倉ワ
イズにお世話になった。
2. 10/20(土)ポテトワーク・収益・他ファンドについて
数が合わない等の問題があったが1030箱の販売、売上げ\2,31
3,576-収益\623,697-。来年からは、入荷数、出荷数及び各ク
ラブにも確認したほうが良い
3. 10/24(水)YMCAチャリティーゴルフの報告
収益が上がらないので考えたイベント。当日のお手伝い、ニア
ピンホールでの確認、ウエストがダントツの参加人数、YMCA
に関係のある会社も参加。
4. 10/25(木)部長公式訪問例会の報告
出席者数33名ゲスト石原氏（2回目）、京都部より3名来場、
川上部長の話（ロールバックマラリアのハマダラカの話ワイズ
とはに関連）
5. 10/28(日)舞鶴国際協力街頭募金の報告
計27名で参加。北京都フォロンティアのメンバーと現地にて合
流。2箇所にて募金活動をしたが、イベントがなかったので人影
がまばら。終了後、舞鶴海上自衛隊の見学後、舞鶴YMCA専門
学校訪問、35周年記念に植樹のモミの木の下で全員で記念撮影。
帰りのバスは、ビンゴ大会があり盛り上がった。
6. 11/2(金)トゥービークラブ畑本Ｙ悲報について
11月1日に連絡あり、11月2日（お通夜）林会長が参列ウエス
トより献花\10,800-

7.

11/11(日)ワイズデーについて
18名参加予定、お茶、弁当あり。参加者10時集合。開始は11時
～駐車場がないので公共機関を利用して来場する。スタンプラリー
あり、服装についてはワイズジャンパー着用。
8. 11/18(日)みやこふれあい祭りについて
集合9時30分、約10名参加予定。前日より天板の準備は安田ワイ
ズ。車2台分確保、当日は11時15分から焼きそば販売、服装につ
いてはワイズジャンパー及びエプロン着用。
9. 11/18(日)リトセンオータムフェスタについて
集合9時30分7～8名が参加予定、ジャンボ餃子150食など、毎年
の同じメニュー屋台の場所もいつもの場所で確保。当日イベント
あり、綱引き大会は危険なので禁止、玉入れ大会に変更。服装に
ついてはワイズジャンパー着用。
10. 11/22(木)EMC例会について
大きい会場なので出来るだけ多くのゲストに参加をお願いしたい。
ゲストも楽しめる会になるよう努力する。
11. 12/15(土)クリスマス例会について
開始時刻18：00から内容は現在思案中。アトラクション決まり次
第報告する。
12. 12/26(水)ウエスト忘年会について
12月26日（水）PM7：00より、具体的には決まっていない。後
日報告。
13. 他部部会出席報告 11/3キャピタル記念例会
明徳高校ダンス部によるパフォーマンスタイムあり、また、同ク
ラブの顧問先生の講義、ウエストより24名参加。アピールタイム
にて次期京都部会アピール。
14. 11/4びわこ部部会
毎年色んな趣向があり楽しみにしていたが、今年は普通。会場が
狭くバナーセレモニーも無し、懇親会は向かいのホテルにてあり、
名前の間違いが多かった。詳しい内容はブリテン記事にて。
15. 10/28(日)中京ふれあい祭りの報告
舞鶴と重なって残念だったが、今回は参加者も多くすごくワイズ
のアピールになった。模擬店もなんとか確保出来て来年はもっと
力を入れたい。
各事業委員会報告
ファンド委員長奧田ワイズより、お肉ファンドのお願い。
協議事項
1. クリスマス例会の登録費について

例年と同じく補助対応したい。ゲスト・ビジター８千円。

他クラブ関係
1. 他部部会情報

2. 11/10（土）大阪クラブ90周年記念例会
森田夫妻、市橋ワイズが出席
3. 11/13（火）センチュリー・エイブル・みやび・東陵・ウェル5
クラブEMC例会について
林会長及び塚本ワイズが出席
4. 11/25（日）竹園直前京都部長エルマークロウ賞祝賀会につい
て
ウエスト参加14名、開始はPM5：30から、参加者募集中
5. 12/9(日)ウェルチャリティーゴルフコンペについて
参加者募集中
ＹＭＣＡ関係
1. 10/28(日)京都YMCA国際協力募金について
市内9ケ所で約200名が参加、募金額￥234,4582. 11/12(月)YMCA学園債募集について
会長が説明会に参加後、メンバーにお知らせ。
3. 11/16YMCA YWCA合同祈祷週集会について
参加費500円（お茶・お菓子付き）参加者募集中
4. 12/12(水)～14(金)ロビーコンサートについて
ウエストは14日ハンドベル・キャロリングに毎年会長が１万円寄付持
参。
その他連絡事項
京都部関係
1. 10/20.21(土・日)次期区役員研修会の報告

部長主題、活動指針について、自分の考えは伝えられた。今まで
勉強してきたことを今後に活かす。
2. 10/19(金)PR・ワイズデー合同委員会の報告。
割愛、次回PR委員会未定。
3. 京都部次期部会進捗状況
桂期の事を参考に各リーダーに聞いて完成させる。個別に分かれ
て意見を出して各リーダーが報告する。
4. 京都部次期キャビネット報告
ワイズデーをもう少し重要視する、京都部より発信。ギネス記録に
挑戦する予定、皆さんに協力をお願いしたい。子供、地域の人、
ワイズメンバー、府民などいろんな人にワイズのアピールが最終
目的。多くの人を巻き込みたい。資金立替を検討してほしい。
その他
1. 西日本区事務局報告

残念ながら10ページが本当であるが8ページしか回っていない。
現在手違いあり。伝達に問題あり。国際協会の内容が抜けている。
2. ワイズ将来構想報告
次回11/20開催、各部の実働チームへ委員長などが言って聞く。
パンフレット作成中。理事通信のどこかに掲載。現理事、前理事、
次期理事と会議をした。

役員会議案
1. 12月第二例会（クリスマス例会）の登録費を以下のようにする。

成人コメット￥8000→￥5500 （￥2500補助・メネットと同額）
未成年コメット￥5500→￥3500（￥2000補助） 児童・幼児（お
子様メニュー）￥3000→￥2500（￥500補助）ビジター・ゲスト
は￥8000（実費相当）とする。補助金は例会補助予算から拠出す
る。 承認

