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京都ＹＭＣＡ本館
〒6 0 4 中京区三条柳馬場角
TEL(0 7 5 )2 3 1 - 4 3 8 8

「強い義務感を持とう！義務は全ての権利に伴う」
標

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

西日本区強調月間
一年間を振り返りましょう。出来たこと出来なかっ
たこと良かったところ悪かったところがあります。
次の年度の為に良い引継をしましょう。研修会での
学びを生かしましょう。
遠藤 通寛理事 （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
何事も愛をもって行いなさい。
コリントの信徒による手紙１
第１６章１４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

1年を振り返って

林正章会長

令和元年6月。早いもので1年が経とうとしています。準備期間含めてプラス
6ヶ月。とにかく突き進んで来ましたが最近になり、ようやくワイズ活動がわ
かりかけてきました。『あと半年あれば』、と思うのですがそれは許されませ
ん。この一年は背筋がピンと伸びた感じで過ごしてきました。役員会もホテル
例会も緊張してばかり。そしてクラブ、メンバーのことがすごく気になる一年
でした。はじめの緊張感も徐々になれてきた頃には、ようやくメンバー各人の
お顔を見られるように、また言葉がちゃんと入ってくるようになりました。特
にうれしかったことは、各人にいろいろなアドバイスをいただき今まで以上に
会話ができたことです。各事業は経験豊かな委員長、バイタリティあふれる新
委員長のもとに成功裏に行えたと思っています。これにはメンバーの皆様の多
大な協力があり、改めて感謝いたします。はじめは継続を思案していた竹林事業を、交流の場として活用してい
くことにもメンバー、委員長の協力があってこそできたことです。今期はウエストクラブ内での親睦（交流）が
できたと思っていますが、他クラブ・ゲストとの交流はどうだったのでしょうか。疑問のあるなかで留学制度の
活用ができたことは少しは前進だったのではないでしょうか。より多く人たちとの交流、40人体制ができなかっ
たことが反省点ですが、私的には大変よい経験を積ませていただいた一年でした。今期、ご病気になられたお二
方の回復・復帰をメンバー共々お祈りしております。メンバー全員で、ウエスト40期を活動していきましょう！！
一年間、本当にありがとうございました。
メンバー数

会
員
広義･功労
特別ﾒﾈｯﾄ
合 計

33名
3名
1名

37名

4 月出席率100％

ﾒｲｸｱｯﾌﾟ含む
5月出席率97.0％

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

20名
0名
1名
0名
0名
0名

21名

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
合

計

ニコニコ

ファンド

28名 前月累計 111080円 前月累計
0名 第二例会
16000円 5月(玉葱)
1名 累 計
127080円
合計
0名
豪雨震災募金
0名
前月累計
45000円
0名
5月
0円
合
計
45000円
29名

816459円
39290円
855749円

５月11日（土）とやまチャーター（1日目）
高倉英理

2019年5月11日(土)、とやまクラブチャーターナイト
「ワイズメンズクラブ国際協会加盟認証状伝達式」が開
催され、森田さんと出席しました。会長清水 淳さんを
筆頭に19名でのチャーターです。東西日本区より約100
名の皆さまがお祝いにかけつけ、総勢約120名での伝達
式・懇親会となりました。北京都フロンティアのチャー
ター以来の出席でしたが、新しい仲間が一度に増えるの
は本当に嬉しいものです。伝
達式は粛々と行われ、懇親会
ではアルコール・薬物依存症
の方のサポートをしているNP
O法人 富山ダルクリカバリー
クルーズの皆さまによる太鼓
が披露されました。祇園太鼓
のある北九州小倉で育ったせ
いか、太鼓の演奏には、いつ
もわくわくドキドキします。
ワイズ100周年を迎える202
2年、京都でも3回位チャーター
ナイトが開催されるといいなぁ
と思った一夜でした。

す。富岩水上ラインで最大
水位差２.５ｍの「水のエレ
ベーター」を体験しながら
閘門を通航したのでした。
１時間後岩瀬に到着。ホテ
ル古志で富山料理の昼食後、
北前船の港町「岩瀬」の町
巡り。国指定重要文化財の
北前船廻船問屋「森家」の
見学など、当時の趣を感じ
ながら街並みを散策しまし
た。最後は、全国初の次世
代型路面電車システムという富山ライトレールにて富山
駅に到着解散となりました。これまで同様、今回もまた
ワイズの縁で楽しい旅行となりました。感謝。
５月18日（土）次期役員研修会
粉川尚子

第40代吉川会長期の役員研修会が京都YMCAにて開催され
ました。吉川会長をはじめとする三役、各委員長合わせ
て14名の参加でした。
研修会は、安定感抜群の
河合書記司会進行のもと、
５月12日（日）とやまチャーター（2日目）
吉川会長により西日本区・
とやまワイズの楽しい企画に感謝して 森田恵三
京都部の活動計画、会長方
針が説明され、各委員会の
とやまワイズメンズク
配属も発表されました。そ
ラブの誕生をめでたくお
の後委員長が各委員会の事業計画案について説明しまし
祝いした翌朝、自遊館ロ
た。吉川会長はじめ三役は、島田京都部部長を輩出して
ビーに集合した約３０人
のエクスカーション組は、 いる期、またクラブチャーター40周年を迎える期の三役
としての重責をしっかりと認識しつつも、和やかに役員
近くの環水公園から遊覧
会運営を進めていかれようとしており、役員構成は、誰
船に分乗して富岩運河ク
もが主体性をもって参加する、またそれぞれが共に助け
ルーズを楽しみました。
両岸の景色もさりながら、 合うことを主眼において選ばれた、ベテランと新人の組
み合わせとなっております。
運河の途中には昭和の土
研修会においても、ベテラン
木構造物として、全国初
と新人が、それぞれの立場か
の国の重要文化財に指定
ら意見を出し合うユニークな
された中島閘門（こうも
場となり、非常に楽しみな一
ん）では珍しい体験をしました。富岩運河の上流側と下
年になりました。
流側の２.５ｍもの水位差を調節するパナマ運河方式で

ビデ オ と 共 に ワ イ ズ
デーへの熱き思いと、
ウエ ス ト メ ン バ ー と
の連 帯 が 語 ら れ ま し
た。 続 い て さ ら に 熱
い思 い を 京 都 部 部 会
実行 委 員 長 の 佐 治 ワ
イズ が 語 ら れ 、 気 づ
くと 予 定 時 間 を 大 き
くオーバー。。。
もう一つ大事なウ
エス ト ４ ０ 周 年 記 念
事業 で す が 、 市 橋 実
行委 員 長 が 残 り の 時
間を 超 短 縮 バ ー ジ ョ
ンで端的にまとめられて、今の準備状況の報告がありま
5月19日に第14回インターナショナル・チャリティーラ した。
ンが開催されました。雨も降らず、暑すぎることもなく、 このように今年はウエストメンバーが結束し一丸となっ
心地の良い天候で良かったです。ウエストクラブは受付 て乗り越えていかなくてはならない行事がありますが、
の担当、牧野ワイズは司会でした。今年は屋台の出店が 改めてそのことを実感できた例会でした。
なく、少し寂しかったですが、徳義会の子供達が小学生
駅伝に参加してくださり、頑張って走っている姿にパワー
をもらい、充実した1日となりました。最後には、皆んな
で鴨川沿いでお弁当を食べ、ちょっとしたピクニック気
分も味わえました。他クラブの方々から、ウエストクラ
ブは参加人数が多くてさすがやね！と何度か言ってもら
い、嬉しく思いました。皆様来年も是非よろしくお願い
致します。参加者 メン11名 メネ1名 徳義会先生2名生 前号に引き続き第二弾です。
パソコンで書類、画像等様々なファイルを作成し、名
徒5名中でした。
前をつけて保存してると思います。私はパソコンのファ
イル整理が苦手で解りやすくフォルダ毎に整理出来てお
りません。そんなときにファイルまたはフォルダの名前
の一部を入力するだけで、瞬時に探し出して表示してく
れるフリーソフトです。GOOGLE等の検索ページでeveryth
ingと入力すれば「Everything」高速なファイル検索ソフ
トなどで表示されます。そこからダウンロード後、イン
ストールして見て下さい。
起動すると、以下の画面になります。
5月19日（日）チャリティーラン
高田 奈波

5月23日(木) 第二例会
阿部連絡主事
５月２３日、
５月第二例会と
して次年度記念
事業準備例会が
開催されました。
メインプログラ
ムは次期京都部
とウエスト４０
周年記念事業に
ついての二本立
ての準備状況を含めた報告がありました。まずは、京都
部、島田次期京都部部長からカッコいいプロモーション

上部にある検索窓に文字を一文字でも入力すれば、一瞬
でその文字を含むフォルダ及びファイルが下に表示され
ます。このソフトのおかげで余計にファイルの整理をし
なくなってしましましたが・・・。是非ご活用下さい。

Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ
渡邊昌嗣（6/3) 佐治幹夫(6/3）島田博司 (6/4）
山田麻紀夫(6/7) 草野功一 (6/11） 粉川尚子（6/18）
中野かおる(6/28) 塚本勝己 (6/30）林 芳美 (6/11)
阿部和美（6/13）
Ｈａｐｐｙ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ
吉川 忠・香絵（6/1) 島田博司・由美子（6/2)
5月役員会議事録（5/9京都三条YMCA）司会 金澤書記
議事録作成者：奥田ファンド委員長
報告事項
1. 4/14日 リトセン夜桜フェスタの報告
あいにくの雨となりました。テントを張っての活動となりまし
た。メンバー７名 メネット3名 ゲスト1名（ポーランド人）
御客様が多い予定で200食用意したが、雨降りで、あまり集客
が良くなく持って帰った。桜もあまり咲いていなかったが楽しく
過ごせた。
2. 4/15（月）ＹＹＹフォーラムの報告
三条本館の地下マナホール 京都ハンナリーズの方から講演を
していただき、グループに分かれてのディスカッションをおこなっ
た。『ワイズメンとユース』 『ワイズメンとYMCA』の関係に
ついてディスカッションがあった。ほとんどワイズメンで、ユー
スが少なかった。松崎主査が頑張っていた。
3. 4/20（土）竹林バーベキューの報告
ゲスト、ビジター、メネット、コメット等含めて33名にてBBQ
をおこなった。天気に恵まれた。タケノコが、ウエスト管理の竹
林の場所ではあまりなかったため、別の場所でのタケノコ掘りと
なった。食材完食となり、楽しく開催ができた。JWAへ掲載。
4. 4/22(月)Ｙサ懇談会報告
北川次期京都部Yサ主査が中心として 次期の方針について発表
された。YMCAの藤尾主事より、来期のワイズへの協力依頼内容
について説明があった。
5. 4/27.28（日・月）サバエワークについて
熊本に行っていたので、ウエストは不参加
6. 4/27・28(土日)一泊例会の報告
今日、熊本にしの交流委員長の岡村さんより御礼のメールをい
ただいた。市橋委員長一読。また、今回ネクサスクラブが合同だっ
た。熊本にしクラブとは双子のような関係で、発展してきている
とのこと。大変盛り上がり、楽しい会だった。台湾の方もこられ
たりしていて大きな企画だったが、ウエストも４０周年を控えて
おり、そのイメージにもなった。
7. 4/29エクスカーションの報告
神戸西の方2人 熊本の方とウエスト合わせて 10名にて実施。
天草の﨑津集落、イルカウォッチ等行けた。食事もおいしいもの
をいただくことができた。
8. 5/18（土）次期役員研修会について
次期の3役、委員長出席。YMCAにて15:00～。終了後、懇親会
も予定。それまでに、事業方針について提出してほしい。（締切
5月10日）
9. 5/19(日)チャリティーランについて
開会式は９：００のため、一般メンバ９：００ですが、総務の
受付する方は、７：３０集合。いつもの場所に集合。屋台やステー
ジや抽選会といったことはできなくなったため、あっさりとした
内容になると思われる。お弁当が出る。徳義会からも小学生1チー
ム出場予定。
10. 5/23(木）第二例会について
東急ホテルにて。ドライバーとEMC委員は、18:15に集合。次
期の京都部、ワイズデー、40周年といった活動の取り組みにつ
いてをテーマとした内容を予定している
11. 引継ぎ例会ＰＴについて
確実に動き出しているが、内容は当日にお楽しみ。この件、5月
19日19:00から会議予定
12. 6/22・23(土･日)西日本区大会登録について
交流委員会：初日に西日本区大会にてペンタゴンの交流会を行
う計画だったが、日曜当日に帰る方が多いため、日曜の昼にする
ことを考えている。その場合、土曜は熊本の方と、ウエストで交
流会を行う形になる予定。
補助について：アピール補助は2回。熊本とキャピタルどちらか
あるいは全く行ってない人は、アピール補助が使える。これとは
別に、通常の補助は全員にでる。
最終合計の請求については、5月末迄に連絡予定
13. 6/8(土)竹林ワークについて
ワークはなし 次期への現地にて、備品整理と次期委員長への
引継ぎをおこなう。
14. 7/19～21(金～日)アジア大会登録について
飛行機が早割の分がなくなってきている。早割のため、75日前
からキャンセルチャージがかかる。45日前からさらにキャンセ
ル代金が上がることに注意。
ホテルは仙台駅の近く。会場の近くは何もないため、会場の近
くでホテルをとっても、ちょっと寂しい。
エクスカーション：4タイプの中からそれぞれ自分で行きたいコー
スを選ぶ。強制ではない。
今回の36000円は、2泊3日、懇親会2回、エクスカーションま
で込み。また、補助金もクラブから出してもらえるよう調整中。
15. ファンド売上報告
今回は、確定したファンドがなかったため報告はなし。玉葱の
配送先について（3か所）ありますので、御指定ください

16. 他クラブ参加報告
他クラブ参加ではないが、4月13日に中西部の若手の方達と次期
京都部へお誘いが有り、交流を計ってきました。良い刺激になり
ました。島田Ｙ・塚本Ｙ・牧野Ｙ参加
17. 各事業委員会報告
ブリテン今月原稿が間に合っていないため、発行ができない状態。
他クラブ関係
特になし
YMCA関係
1. 6/30リトセン夏期準備ワーク
予定通り開催予定。9月にも別のワークが行われる予定（カレー）
だが、クラブとしての参加は来期になるため委員会引継ぎにて詳
細
2. 9/15(日)サバエ秋祭り出店について
来期のため、委員会引継ぎにて詳細予定。
3. その他連絡事項
京都部関係
1. 京都部次期部会進捗状況
佐治委員長欠席の為割愛
2. 京都部国際交流事業主査活動報告
・4月5日京都部役員会、4月15日YYYフォーラム、5月10日京都部
役員会、
・西日本区大会でゼロクラブと長浜クラブのDBC締結式。toBE と
台湾のクラブでIDCを予定している。
・ワイズデーのギネスへの挑戦で、複数の方から協賛金をいただい
た。その中で、野々口さん個人より5000円の協賛金があった。是
非御礼がしたい。現状13万5000円。目標100万以上。7月にまと
めて100万位払う必要がある
その他
1. ウエストクラブ４０周記念例会進捗状況
・4月23日に第3回の実行委員会開催。通帳は草野さんに託す。新た
にアクトのチームができたため林会長がリーダに就任。リーダは4
部門になった。サブリーダもそれぞれ決定。それぞれサブリーダ
は下記の通り。アクトチームのサブは高倉さん。企画に胡内さん。
運営渡邊さん。総務に野田さん。まずはリーダーとサブリーダで
内容をすすめていく。
・CS記念アクトは、徳義会さんへ何かするということを考えている。
これから面談を重ねて、先方に必要なものを確認していく。次回
実行委員会5月28日YMCA予定。
・コンセプトとして、外部の方に講演してもらうといったことは考
えない方向で企画中。
2. 西日本区事務局報告
角谷事務局員欠席の為割愛
3. ワイズ将来構想について
森田委員長欠席の為割愛
4. 山本ワイズへの寄書について、家族の方が、非常に喜ばれてい
た。そこで、もう一度家族の方への励ましとして、寄書を再度作
りたい。頑張れより、早く帰ってきてほしいといった内容の方が
いいかと・・・第2例会の時に書いてもらう。家族の方が勇気づけ
られるとのこと。
※協議事項・議案なし

メンバーの皆様、お忙し
い中、今年1年ブリテン発
行にご協力いただきあり
がとうございました。誤
字、脱字、その他のご指
摘を受け中々完璧な発行
が出来ず申し訳なかった
と反省しております。次年度よりホームページの方を、
もう少し力をいれて参ります。最後に、最初の発行か
ら色々ご協力いただいたメンバー様、いつも印刷他で
お世話になった市橋ワイズ、ありがとうございました！
２０１９年６月スケジュール

6日

木

13日

木

29日

木

22.23
土・日
日

新旧合同三役会 19:00
新旧合同役員会・
19:00
総会(第一例会)
第二例会
18:00
引継例会
西日本大会

後報

京都YMCA
京都YMCA
東急ホテル
ﾛｰﾑｼｱﾀｰ京都
ｳｪｽﾃｨﾝ都

２０１９年７月スケジュール

4日

木

7.14日

日

三役会
サバエワーク

19:00

京都YMCA

後報

サバエキャンプ

キックオフ例会
19:00 東急ホテル
(第一例会)
19日～
仙台国際
金～日 アジア大会
21日
センター
25日
木 役員会(第二例会) 19:00 京都YMCA
11日

木

