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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」 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

標 語

第３９代

会長主題 人とつながる。次世代に向けて

Club Office
京都ＹＭＣＡ本館

〒604 中京区三条柳馬場角
TEL(075)231-4388

今月の聖句

あなたがたに命じておいたことをすべて守るように

教えなさい。わたしは世の終わりまで、いつもあなた

がたと共にいる。

マタイによる福音書 第２８章２０節

合 計

合 計 合 計

ニコニコ ファンド
24名
0名
1名
0名
0名
0名

24名
0名
1名
0名
0名
4名

前月累計 86000円
第二例会 7000円
累 計 93000円

会 員
広義･功労
特別ﾒﾈｯ ﾄ

1月出席率97.0％
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ含む

2月出席率97.0％ 25名 29名

33名
3名
1名
37名

メンバー数
メ ン
広義･功労
メ ネ ッ ト
コ メ ッ ト
ゲ ス ト
ビ ジ タ ー

前月累計
2月
合計

699285円
0円

656097円

前月累計
2月
合 計

45000円
0円

45000円

豪雨震災募金

第二例会
メ ン
広義･功労
メ ネ ッ ト
コ メ ッ ト
ゲ ス ト
ビ ジ タ ー

ＪＷＦは皆様の厚意によって支えられています。個
人やクラブの記念に合わせて献金をお願いします！

西野 陽一 ＪＷＦ管理委員長
(大阪高槻クラブ)

西日本区強調月間

繁忙期にて 書記 塚本勝己
先日、博多まで出張に行って参りました。それも５日間の間に２回も！行ったり来

たりです。あ！そうでした、私の仕事は不動産賃貸屋で、この時期になると、地方で

京都の大学に受験される学生さんに対し、入学された時に必要となるお部屋のパンフ

レットを配りに地方へとまわりに行きます。全部で１０か所程度！昨年は石川県、大

雪で帰れなくなり、もう一泊！近江町市場のカニと寿司がやっぱり美味しかったです

ね！立ち食いの牡蠣も 高！今回は、久々に中洲河原の屋台に行ったのですが、外国

人観光客で一杯！工事もしていたので、風情無し！近くの鉄なべ餃子屋で飲んで食べ

てかえりました。福岡に行けば必ず行くところは大宰府天満宮！弊社で決めて頂いた

お客様の合格祈願です。この場所も外国人でいっぱいでしたが、グルメ梅が枝餅は外

せません、梅が枝餅は梅が入ってる訳ではなく、菅原道真公の為に梅の枝に巻きつけ

てお渡しした（政治犯の為道真公に物を渡せない）のが始まりの様です。美味しいで

すよ帰りには、やっぱり寿司ですよね、イカの活き造りも美味しいですが、私は牡蠣が美味しかった、それとお

寿司屋さんが店でつけている明太子！柚子味で絶品でした！日本酒は地酒、博多は酒が良いようです。（焼酎だ

と思ってましたが）帰りにラーメンを食べに、博多駅の２Ｆに行ってきました、ここは有名ラーメン店がしのぎ

を削っている場所なんです。豚骨ラーメンを堪能し、新幹線で京都まで！帰る間は 近はまっている駅弁！牛肉

弁当を車窓を見ながら食べるのが良いですね。こんな日々が５日間で２回も！大変すぎて体が持ちません、どう

しても、仕事をし過ぎてしまうので、リフレッシュの為に週末信州に行って参ります。皆様も仕事のし過ぎには

注意して下さいね！

会長 林 正章

副会長 吉川 忠

書記 金澤典子・塚本勝巳

会計 中原一晃

第一例会(役員会)



「いじめのない世界をめざそう」2月2日 京都YMCAに

おいて、ピンクシャツデ-2019のアピ－ルのために横浜Y

MCA総主事田口努氏をむかえて横浜での活動についてお

話しを聞く機会となりました。昨今の痛ましい事件を見

聞きすることが多くなっていじめや、虐待についてみん

なで考える機会となりました。2007年カナダの学校でピ

ンクのシャツを着て登校した少年がいじめられるのをみ

た学生が50枚のピンクシャツを友人知人に配りいじめが

なくなったそうです。このエピソ－ドが世界中に広がり

70カ国以上でいじめ反対の活動につながっています。

横浜YMCAでは企業も巻き込み社員がピンクのシャツ

を着たりイベントなどでもピンクのシャツのアピ－ルに

頑張っておられるようです。私達も意識作りの一つにこ

のピンクシャツで1人でも多くの子供たちの幸せにつな

がるのであれば、応援していきたいです。

ホテルモントレ京都にて第２回EMCフォーラムが行わ

れました。ウエストからは林会長、島田次期京都部部長、

森田将来構想委員長、安平京都部交流事業主査、中野の

５名が参加。全体では６２名の参加でした。

山口EMC事業主査より具体的な取り組み報告がありま

した。ゲスト歓迎例会や、納涼例会、例会の後の二次会

などゲストにスポットライトを当てた後、３ヶ月後には

入会に至る傾向があること、成功の鍵は、まずはクラブ

活動に参加できる人を誘うこと。事業を立ち上げたばか

りでとても忙しい方をお誘いしても、足が遠のきがちで

退会になる可能性が高まること。次にゲストの居場所を

スポンサーだけでなく、クラブでつくっていくことが入

会への近道になること。

ウエスト目標今期は５人、そして京都部部会、４０周

年のことを考えると頑張らねばなりませんが、何よりも

居心地の良いクラブでありたいと思います。素敵な仲間

づくりに皆様のご協力を今一度お願いいたします。

１６時から富山駅近くのとやま自遊館において、とや

まワイズメンズクラブの設立総会が約４０名の参加のも

とに開かれました。金沢クラブがスポンサー、清水 淳

会長はじめ１３名が私たちのワイズへ仲間入り、参会者

の祝福を受けた皆さんのうれしげな様子を見て、ワイズ

起こし運動推進中の私は心から激励の拍手を送りました。

その上に、とても嬉しいことがありました。当日受付に

入 る や 否 や

「もりたさ～

ん！おぼえて

る～？」の声、

なんとその女

性は菅原美穂

子さんでした。彼女は1960年の旧富山クラブ創立以来20

05年の解散までの長きにわたってのワイズメンで、 後

の方はご夫婦でクラブを維持して下さった方なのです。

思いがけない再会には驚きと懐かしさを覚えた嬉しい瞬

間でした。

翌日は車２台に分乗して、富山ＹＭＣＡが運営する３

か所のこども園を見学し、海洋丸公園にて昼食後に散会

となりました。

京都YMCA三条本 館で

ネパールチャリティー

バザーが開催されまし

た。このイベントは京

都YMCA国際協力専門委

員会が、ネパールYMCA

が運営する養護施設支

援のための募金活動を目的として毎年開催しております。

当日は 低気温1度、朝から小雪のちらつく寒い日にも

かかわらず、多くの人で賑わいました。開会と同時にバ

ザー会場は多くの人でにぎわい、売れ行きも好調、アジ

アンフード屋台も長者の列ができ、会場は熱気であふれ

ておりました。ネイルアート、マッサージ、ネパールカ

フェなども大盛況でした。大人も子供も楽しみながら異

文化にふれあっていただくことができたと思います。毎

年この企画を楽しみにしておられるYMCAの近隣の方々も

年々増えてきているようです。またボランティアでご参

加いただいたYMCA日本語学校の留学生が、日本人と話す

機会ができてとても楽しんで帰っていかれたとの報告も

聞いております。当日の収益金は22万円でした。ご協力

いただいた皆様、ありがとうございました。

からすま京都ホテルにて、京都YMCA創立130周年記念

会員集会が行われました。例年マナホールで行われてい

たのを、本年は130周年の節目でもあることからホテル

での開催にて企画されたところ、70名を超える会員が参

加。記念感謝礼拝、講演、懇親会の三部構成で行われ、

礼拝では室町教会の浅野牧師からメッセージをいただき、

講演では京都市職員の上田廣久氏から「京都市の子育て

支援」についてお話を伺い、懇親会ではYMCAに関するク

イズなど楽しいゲームが行われ、有意義な時間を過ごす

ことができました。今回の会員集会は、ウエストでは高

倉ワイズと河合が所属する京都YMCA活動推進専門委員会

の企画運営による開催でしたが、YMCAに関わりの深い方

はもとより、ワイズに入会

して間もない方なども含め、

多数の方が参加されたこと

は喜ばしく、今後もYMCAの

活動を理解しより深く支え

る会員がもっと増えればよ

いなと感じた機会でした。

2月2日（土）メネットアワー講演

鈴木けい子

2月4日(月)EMCフォーラム

中野かおる

2月10日(日) とやまワイズメンズクラブ

設立総会に祝賀訪問 森田恵三

2月11日(月)ネパールチャリティーバザー

牧野万里子

2月16日(土)YMCA創立記念会員集会

河合久美子



参加者：草野、桂、岩本、牧野、中野、高倉、河合

今年で 後となるしょうざんボウルにて開催されまし

た。総勢200名弱の参加でウエストからは２１名（平安徳

議会からは４名の参加）で５レーンに分かれて２ゲーム

プレイをしました。ゲーム後各クラブの代表が１投のみ

のトーナメントが行われウエストは林会長が出場しまし

たが１回戦で惜しくも敗れましたが優勝はトップスクラ

ブでした。その後の表彰式ではたくさんの賞品がありま

したがウエストでは高田ワイズ 林会長 加藤の３名が

当たりました。皆さんも和気あいあいで楽しいチャリティー

ボウリングでした。１５時開始で１７時３０分の終了で

した。来期は場所が変わりますがウエストも島田部長期

でもありますので是非多くの参加で盛り上げましょう。

いつも通りのTOF例会が三条YMCAで、岩本CS委員長司会

で開催され、 初に趣旨説明をCS委員各１名がそれぞれ

の献金についての意味と内容を説明されました。

ゲストスピーカーとして西日本区地域奉仕・環境主任

倉ワイズより、献金の理解と支援金の実施内容を写真等

で説明をされ、更なる献金の協力を促がされました。

次に 京都部地域奉仕・環境主査 吉岡ワイズより、

京都部ワイズデーのイベント及びコンサートの御礼と京

都市との共催のより、HPにも記載され かなりワイズパ

ワーがアピールできたのでは・・・、との事でした。

後にグローバルクラブ久保田・小島ワイズによる、ネパー

ル小学校建設（CS活動）の報告を写真・ビデオでされ私

は25周年記念例会の時も観ましたが、素晴らしい事業と

内容に感銘を再度受けました。ウエストとしても負けず

劣らないCS事業の展開をしていかなければ・・・！！と

言う気持ちになった素晴らしい例会だったと思います。

終了後ゲスト4

名と共に食事

会に流れてい

きました。

私たち夫婦のフアミリーは14人ですが、今回、２月１

５～１７日にかけて次女夫婦と孫４人とで台北へ行って

きました。子供も孫も台北は初訪問で近代化の中でも古

い歴史の街並みに感嘆していました。

野柳・九份のほか私も初めての十分（人偏なし）では、

幸福天燈に思い思いの願いを書きとめ天空高く放ちまし

た。私の願いは言わずもがな「ワイズ起こし運動２０２

２年目標達成」としました。

さて、Lilyメネットをなくされた沈さん（Charming Sh

en）へは、お悔やみの言葉とともにクラブからの御花料

と個人的なお見舞い品を贈らせていただきました。Lily

さんは、クリスチャンで６２歳、子宮がんで亡くなった

そうで、いつものような元気さがない沈さんには慰めの

言葉もありませんでした。

続いて台北ＤＴとの協議は、私たち二人と黄金林会長・

白醒麟次期会長の他いつもながらの重鎮を交えた８人と

で１時間ばかり話し合いました。協議では先に調べられ

ていたようで、仙台でのIBC Triangle Ceremonyのほか希

望とする事項も提案され、後日十勝とウエストとの協議

の結果を回答することとしました。協議事項は別途文書

化して会長に報告いたします。

夜にはメン、メネット１５人が集まって、私たちフア

ミリーを歓迎の宴に招待してくださるという思いがけな

い友情をいただいて本当に嬉しく、感謝とともに７月の

仙台での再会を約してお別れしました。

畠平ワイズと2019年2月15日告別式で 後のお別れをし

てきました。お式も 後のお見送りもワイズソングを歌

いました。私にとってはあまりにあっけなく車が出てい

き、ワイズソングの歌声に涙が出てしまいました。

思えばペンタゴンDBCクラブとしても、ご一緒に台中地

震も東北震災の後も西日本区大会毎にもいろいろなとこ

ろでご一緒しました。桜の散る季節の木器窯、竹林ワー

クにはキムチ持参で楽しく参加していただきました。

畠平ワイズは22歳から77歳までワイズライフを楽しまれ

て、たくさんの仲間と交流の広さで中西部や西日本区を

引っ張ってこられたワイズメンでした。

土佐堀クラブから大阪西クラブのチャーターメンバー

であり、部長期にはエルマークロウ賞に輝き、2017年に

は奈良傳賞もお受けになりました。神戸震災の時には、3

日後に谷ワイズと二人でトラックに救援物資を山盛り載

せて活動されて、そのいち早い行動は、被災地をどれだ

け勇気づけた事でしょう。中西部として、1999年には台

湾を襲った震災には21世紀の森と名付けて、台中エバー

2月24日(日)チャリティーボウリング

加藤秀行

2月28日(日) TOF例会(第二例会)

安田繁治

森田台北旅行(台北DTクラブ訪問)

森田惠三

畠平雅生ワイズ（大阪西クラブ）を偲んで

桂 厚子



グリーンクラブ高雄クラブとともに桜並木を植えて来ら

れました。この山に木を植える運動を押し進め、 近で

は高槻の神峰山にウナギの森と名付けてＣＳ活動に力を

入れて来られました。アイデアマンでそのひとつに、メ

ンバーの所属の障害者支援事業所に仕事を回せないかと

いろいろ知恵を出されペンダントやキーホルダーを作ら

れました。若い時は瞬間湯沸かし器だったとお聞きしま

したが、後年は穏やかな笑顔の好々爺になられて長い闘

病も苦を見せられず、訃報をお聞きする3日前まで電話

でワイズ話喋っていたよとのお話がたくさん出ていまし

た。私達ウエストクラブにとって、ペンタゴン仲間にとっ

ても、西日本区の大きな巨星を失くしたと思います。偉

大な先輩に尊敬と感謝を込めてお祈りいたします。

Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ

安田繁治（3/1) 岩本敬子（3/8）角谷多喜二（3/9）

市橋清太郎（3/22）茂山智廣（3/24）森田恵三(3/25）

福田仁美（3/1) 中原優子（3/2) 森田直子 (3/15）

Ｈａｐｐｙ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ

林 正章・芳美（3/14)

２０１９年４月スケジュール

4日 木 三役会 19:00 未定

11日 木 役員会
（第一例会） 19:00 三条YMCA

14日 日 京都部チャリティー
ボウリング 15:00 しょうざん

ボウル
27・2
8日 木 一泊例会 熊本にし

クラブ

２０１９年３月スケジュール

7日 木 三役会 19:00 未定

9.10日 土日 次期会長
主査研修会

14日 木 役員会
（第一例会） 19:00 三条YMCA

16日 土 竹林ワーク 15:00 西山竹林

28日 木 第二例会
（Yサ例会） 19:00 京都東急

ホテル

２月役員会議事録（２/１4,京都三条YMCA）司会 金澤書記
議事録作成者：岩本CS事業委員長

報告事項
1. 1/28(月)チャリティーラン第一回事業委員会報告
5/19開催、土木事務所が厳しくなり、屋台飲食なし。競技のみ。お
弁当は有。
2. 2/2（土）メネットアワー報告
ウエスト6名参加。いじめ反対運動。実話に基づいた活動。横浜Y田
口勉総主事の話し。横浜では、市や企業も参加。とてもよかった
ので、Tシャツを購入。参加してよかった。
3. 2/4(月)EMCフォーラム報告
ウエスト5名参加。各クラブ活動報告。トップスクラブの活動が印
象的だった。
4. 2/11(月祝)ネパールチャリティーバザーについて
アジアンテイストの食事を提供。ワイズの人が多かった。その日は
雨で、通りがかりの人に呼びかけても、なかなか入館迄行かなかっ
た。
5. 2/13(水)畑本さん追悼例会
ウエスト6名参加。例会形式で行われた。
6. 2/28(木)TOF例会について
YMCA 101号室にて、CS主任、主査、他ｸﾗﾌﾞのグローバルクラブさ
んのCS活動報告予定
7. 3/16(土)竹林ワークについて
この日はワークのみ、水道代を竹の学校さんに支払いをする。
8. 3/9.10(土・日)次期会長・主査研修会について(大阪コロナＨ)
他の会長さんの意見もしっかり聞いてきます。
9. ファンド売上報告
2月たんかん。24日に届きます。しょうざんに持って行きますので、
引き取りできる方はお願いします。後は桂ワイズの会社に。のり
売上96,500利益33,000円。
4/27・28(土日)一泊例会について
27名参加予定。加藤ワイズツアーは27日新大阪発8時頃の新幹線に
乗車予定。まじかに詳細連絡します。
11 各事業委員会報告
・交流より、アジア大会積立のお願い。と、23日に十勝ｸﾗﾌﾞの山田
ワイズと京都で会食会。参加呼びかけ。
・ブリテン委員長より、原稿と共に写真を最低3枚送ってください。
協議事項
1. 40周年記念例会の場所の件
他クラブ関係
1. 2/20（水）プリンスクラブ第二例会19：00～21：00\5000
2. 2/21日 センチュリー メネット例会 19：00～

ﾓﾝﾄﾚ京都Ｈ \5000
3. 2/27（水）トゥビー大運動会例会 ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ

18：30～21：30 \5000
4. 2/27（水）パレスクラブTOF例会 19：00～20：00

三条YMCA 101号
5. 3/14（木）CATT合同例会

＊ウエスト第一例会と重なっています。
6. 3/16(土)神戸学園都市 25周年記念例会

参加、森田ワイズ。河合ワイズとなかのしまの吉田由美ワイズ
がデュエットで演奏。

YMCA関係
1. 2/16(土)YMCA創立記念会員集会について（烏丸京都Ｈ18：00

～）参加者約７０名。ウエストは6名。桂、河合、牧野、草野、
岩本、澤田ﾜｲｽﾞ代理で中野ﾜｲｽﾞ。

2. 2/22(金)YMCAオリエンテーション講座
京都部キャビネット、および会長さんにお声がけしてます。

3. 3/10(土)リーダー卒業祝会について
祝金をもって、会長参加。

4. 3/10日 全国車いす駅伝
5. 3/16.17(土・日)ミニバスケットについて

今回は、屋台を見送り。協賛金に協力。
6. 3/31(日)リトセンチャリティーゴルフについて （ウエストで

1組以上は参加したい）
4/14日 リトセン夜桜フェスタ
その他連絡事項

京都部関係
1. 2/24(日)チャリティーボウリングについて（徳義会4名、メン
バー12、メネット１、故ネット3名合計20名）参加費2,000円の
内，1000円補助、当日1,000円徴収。）当日はピンクシャツを着
用の事。もしくはピンク色の物を身に着ける）
2. 京都部次期部会進捗状況（２/９企画運営委員会が開催され、着々
と進めている）
3. 京都部国際交流事業主査活動報告
1/17センチュリーｸﾗﾌﾞへ部長に同行。2/1役員会、2日メネットア
ワー、4日EMCフォーラム、13日畑本さん追悼例会に参加。17日
評議会予定。切手回収しております。
その他
1. ウエストクラブ４０周年記念例会進捗状況（会場を国際会議場
に決めたい。予算もいただいて、本日承認されたら、仮予約から、
本予約に進める）
2. 西日本区事務局報告（西日本区理事通信を1日に発信できるよ
う仕上げられました）

役員会議案
議案１ 2020年5月5日京都ウエスト40周年記念例会を国際会議場
にて行う。承認

総会議案
議案1 39代林期会計中間報告について。承認

YMCA NEWS
１．第14回京都YMCAインターナショナル・チャリティー
ラン2019 inかもがわ 参加・協賛申込受付

3月4日（月）よりチャリティーランの参加・協賛・
ボランティア申込受付を開始します。ご協力よろしく
お願いします。

参加申込みは、リーフレットの専用振替払込用紙に
必要事項をご記入の上、郵便局にてお振込みいただく
か、大会HP（http://kyotoymca.or.jp/c-run）のメー
ルフォームよりお申込みください。協賛お申込みは、
リーフレット同封の協賛申込書にご記入の上、事務局
宛にFAXをお送りください（FAX番号：075-251-0970）

２．第6回The Y cup京都ミニバスケットボール大会
今年で6回目になるThe Y cup京都ミニバスケットボー

ル大会を下記の日程で開催します。ぜひ応援にお越し
ください。
日 時 3月16日（土）17日（日）8:30 ～ 17:00まで
会 場 京都市横大路運動公園体育館


