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国際会長 Jennifer Jones (オーストラリア)

「より良い明日のために今日を築く」

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 戸所岩雄（彦根シャトークラブ）

主題「“風となれ、ひかりとなれ”」
副題「“こころ豊かにあるために、輝くために”」

京都部部長 島田博司（京都ウエスト）
限界を超えろ！ ～Ｙ's Ｐower？ Ｎo Ⅼimit！～

標 語

第４０代
会長主題 協 調

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

平和を実現する人々は、幸いである。

その人たちは神の子と呼ばれる。

マタイによる福音書第５章第９節
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前月累計 円
第二例会 21000円
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会 員
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7月出席率100％
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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
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７月
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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

ユースの未来にワイズメンが描けるよう、ＹＭＣＡ

の活動を通じて、あらゆる機会のユースの可能性に

手を差し伸べよう。

荒川 恭次Ｙサ・ユース事業主任

（名古屋グランパスクラブ）

西日本区強調月間

ＹＭＣＡサービス・ユース委員長 髙田奈波

ウエストクラブ40期、Yサ・ユース委員長をつとめさせ

ていただくことになりました高田です。皆様いつも事業や

ワーク等に、ご協力、ご参加いただきありがとうございま

す！お恥ずかしながら、まだまだYサ・ユースに関して知

らないことが多く、何をしたらいいかも分からない状態が

あったりもしますが、せっかくの素晴らしい機会をいただ

きましたので、たくさん勉強して、ベテランの委員の方々

と共に、今期もYサ・ユースを盛り上げていきたいと思っ

ております。さて、今月はyouth activities強調月間です。

YMCAにとってかかせないユースの方々の活動により理解を

深め、積極的支援をおこない、ユースとワイズの繋がりを更に更に強くしていきま

しょう！これからもリトセンワークやサバエ秋祭りなどなど、たくさんの行事が控

えております。YMCA、ユース、他クラブの方々との交流ができる機会がたくさんご

ざいますので、皆様お忙しいとは存じますが、ご協力、ご参加よろしくお願い致し

ます。頼りない委員長ではございますが、最後まで精一杯頑張ります！！

第一例会(役員会)

会 長 吉川 忠
副会長 佐治幹生・市橋清太郞
書 記 胡内大輔・河合久美子
会 計 中野かおる

0円
5000円
5000円



６月３０日リトセンワークに、参加しました。

ワークは、久々の参加だったので、雨が降ったのか…

今回の参加は、ワークの意味が少し理解しての参加で、

ウエストからも、多数参加されてて、参加メンバーのワ

イズへの気持ちも再確認致しました。特に、島田部長は

じめ、安平会計、塚本書記は、その日は、大阪でギネス

に挑戦されにも関わらず、あさにワークされ、その後、

大阪へ行かれ、見事にギネスを達成されました。

キックオフ例会でも、話させて頂きましたが、今まで、

何の事ない事も、少しづつではありますが、意識が変わ

り何げない事でも、考えるようになり、少しは、人とし

て成長出来てるかな？と思っています。ワークが、終わっ

た後のキャピタルクラブさんのカレーを頂き、ホントに

それぞれのクラブでの役割りがあり、与えられた事を全

うする大切ささも気付けた１日になりました。普段の日

曜は、大抵サッカーをして膝を痛めて歩行困難になって

ますが、ワークに参加して人の為に少しでも役に立てる

機会があるのも、素敵やぁ〜んと感じる今日この頃です。

7月7日久しぶりにサバエワークに参加いたしました。

四条大宮で待ち合わせて、河合さんの車に便乗させてい

ただき、猛暑の中6クラブ74名の参加でウエストクラブ

からは12名の参加でした。ログハウス周辺の草刈りやフ

レンドシップキャビンの清掃と各クラブで担当は分かれ

ており、ウエストクラブは例年通り昼食のカレー作りと

なりました。キーマカレー（野菜を細かく刻み煮込む）

ポーク野菜カレー・レッドカレー（ココナツミルクを使っ

たタイ風カレー）の3種

類で材料は既に3種類に

分かれて用意されており、

大きなお鍋で早速料理に

取り掛かりました。出来

上がったカレーは大好評

で皆さん喜んで食べてい

ただきました。

メンバーも若返り活気の

ある一日ワークとなりま

した。

司会の金澤ワイズから開会のアナウンス。吉川会長期

キックオフ例会の開催です。開会点鐘から、会長挨拶等

何もかも初めてのことですが、落ち着いた面持ちの会長

でした。委員会報告のあと、

西日本区からの委嘱状の伝達

そして活動資金援助、AYC参加

補助等、今期クラブ内外で活

躍されるメンバーの多さにウ

エストクラブの力強さを感じ

ました。食前のひとことは野

田が担当させていただきまし

た。私は幼少期からずっと食

に携わってきた経歴のお話か

ら、缶詰めに関して、特に近

年の缶詰のクオリティの高さと昨今の災害の多さに関連

して、長期保存ができる缶詰を非常食として保管してく

ださい。そして、イレギュラーな乾杯で食事スタート。

食事の最中ですが、吉川会長はじめ三役、各委員長、京

都部役員とどんどん所信表明を発表されました。みなさ

ん、今期の活動方針、目標など短い持ち時間ですが、う

まくまとめてスピーチされましたので、ほぼ時間通りに

進みました。ベテラン牧野ワイズのニコニコウーマンで

締めくくりました。以上

アジア大会初日、仙台国際センター 会議棟にて

アジア太平洋地域 田中会長の点鐘でスタートしました。

国際色豊かな挨拶の中、十勝クラブの山田さん 大会実

行委員長・東日本区理事のご挨拶が特に良かったです。

新しい国際会長就任式ののち、宮城県村井知事の公演、

ワイズ・YMCAアワーと、盛りだくさんでした。

夜の部は同センター 展示棟でさとう宗幸さんのミニコ

ンサートで始まり、台北DTメンバーともお酒を酌み交わ

しました。仙台すずめ踊りが披露され、盛り上がりのな

6月30日（土）リトセンワーク

佐治幹生 副会長

7月7日（日）サバエワーク

森田直子メネット

7月11日（木）キックオフ例会

野田泰伸

7月19日（金）アジア太平洋地域大会１日目

林正章 直前会長



か閉会しました。二次会では、台北DT、十勝クラブが参

加され、大変盛り上がり交流ができました。

大会2日目はエクスカーションの日 京都ウエストは16

名が松島コースに、胡内ワイズのみ福島原発の参加でし

た。松島コースは人気がありバス6台で出発、一路松島

海岸へ向かい到着後、遊覧船にて松島湾巡りの1時間コー

ス 途中の説明で松島地区では島が沢山あるがため津波

の緩衝になり被害は少なかったとのことでした。その後、

バスで20分ほど北上し野蒜地区に移動し そこの伝承館

の見学と仙石線野蒜駅に残されていたプラットホームを

見学しましたがこの地区では10メートルを越える津波が

押し寄せたためにほとんどの家々が流されました。東松

島市では一千名を越える死者がでましたがこの世のもの

とは思われない想像を絶する津波が押し寄せたとのこと

でした。その後AYCの宿舎を

見学(元野蒜小) して松島の

ホテルで昼食後、1時間のフ

リータイムののち国際センター

に16時30分帰着。19時よりＡ

Ｐナイトが2時間あり、その

後 仙台駅付近でDBCとの交流

会があり熊本にし、大阪西、

神戸西、東京西及びひがしの

ワイズも集まり40名を越える

大交流会となりました。

７月２１日 ８：３０～朝礼拝がありその後 ９：１

０～より中井アジア太平洋地域IBC事業主任の司会で３

組のIBC締結式が行われました。（１.京都トップスクラ

ブ・台中エバークラブ ２.台北DTクラブ・十勝クラ

ブ・京都ウエストクラブ ３.京都パレスクラブ・熱海

クラブ・東京グリーンクラブ・マニラDTクラブ）その後

９:４５～各表彰式が行われ、ブースター賞に大阪西

クラブの谷ワイズが受賞されました。１０：１５～国際

協会報告・アジア太平洋地域報告・アジア太平洋地域ユー

スコンボケーション報告の後、第２９回アジア太平洋地

域（台湾・高雄）の案内や

第７４回国際大会（デンマー

ク）の案内後閉会式になり

ました。

昼食会は新しく締結した

IBCトライアングルで懇親

昼食会を仙台駅近くの居酒

屋で行い、ユースコンボケー

ション参加の粉川・林コメッ

トも合流し、総勢６７名で

楽しく２時間ほどの交流を

はかりその後解散となり、一泊チームと帰京チームに分

かれました。今回は前期からの持ち越し行事のため、市

橋直前交流

委員長にお

任せ状態に

なり申し訳

ありません

でした、あ

りがとうご

ざいました。

第28回アジア太平洋地域大会(in仙台)も7月21日（日）

が最終日となり…IBC関連交流として、台北DT及び台湾

のワイズメン並びに十勝クラブそしてウエストメンバー

との交流を秋保温泉にて行いました。

温泉宿へ向かう道中、梅雨明け前の霧のような小雨の

中、洋館や滝を見学して、お宿に到着しました。夕食の

宴までに温泉でゆっくりとした時間を過ごして…宴会モー

ド突入しました。 台北DTから美味しいウイスキー数本？

の差し入れがあり…ビールやウイスキー日本酒と…皆さ

7月21日（日）アジア太平洋地域3日目

安田繁治交流委員長

7月21日～22日 アジア太平洋地域後

IBCトライアングル交流秋帆温泉ツアー

角谷多喜治

7月20日（土）アジア太平洋地域大会2日目

加藤秀行



んの酔いどれ感が程よく、カラオケの歌声（確か…素晴

らしいYMCA？と聞こえたよ

うな）が、宴会場に響きわ

たっていたことを記憶して

おります。

翌日の空港で台北DTご一行

様を空港にて名残惜しくお

見送りをしまして、最終日

まで交流を楽しむことがで

きました。

参加者：桂、岩本、河合、

森田・森田メネ、草野、加

藤、角谷の8名（敬称略）

今回私は、初めてAYCに参加させて頂きました。英語力

のない私にとって、今回の参加は不安しかなかったです。

ですが5日間を終える頃には、参加してよかったという

思いがとても強くて驚きました。私は後半の19日と20日

の内容を記録したいと思います。7/19 KIBOTCHAの館内

を見学しました。KIBOTCHAは東日本大震災によって被害

を受けた、旧野蒜小学校を利活用した宿泊施設です。津

波の被害の実態を泊まりに来られた方々に伝えるために

色々な工夫がされていました。子供達が遊ぶ遊具は防災

訓練用に作られていたり、シアタールームで当時の映像

が見れたり、学ぶ事がたくさんありました。7/20 当時

被害にあった石巻市立大川小学校で聞いた佐藤さんのお

話は忘れられません。話を聞いていると、当時の活気あ

る大川小学校が想像できました。津波が来た時の生徒た

ちを想像するとすごく苦しくて、悲しかったです。です

が、辛いながらに必死に伝えようとする佐藤さんの姿に

はとても心を打たれました。「聞けてよかった」と思い

ました。その後のパーティは、会場の大きさ、人の多さ

に驚きました。約700人の前で披露した「アルゴリズム

行進」と前日から練習してたダンスは、恥ずかしかった

ですが、とても楽しかったです。とても良い思い出にな

りました。

この5日間は、本当に貴重な体験でした。来年に留学

を控える私にとって、たくさんの時間英語に触れる事が

できたのは、とても良い刺激になりました。参加を勧め

てくださった市橋さん、英語が分からない私を助けてく

れた周りの友達、参加を悩んでいた私に喝を入れてくれ

たお父さん、皆さんにとても感謝しています。

ありがとうございました。

7/17〜7/21の5日間、東日本

大震災で被災した宮城県東松

島市の旧野蒜小学校跡地を利

用してつくられた体験型宿泊

施設「KIBOTCHA」にて開催さ

れたAYCに初めて参加させて頂

きました。今回の参加者は日

本、台湾の2カ国からのみでし

たが、セッションでの意見交

換やカルチャーナイトでの交

流などを通じて深い絆を築く

ことが出来たと感じています。

最後の夜に皆でお菓子を囲みながら明け方まで今の日本

と台湾の現状について英語でディスカッションしたこと

は、非常に貴重な思い出となりました。

前半3日間は主にセッションと施設を利用した防災に

ついての学び、両国の文化理解を図るカルチャーナイト、

またセッションを通じて我々にできることについて発表

するアクションプランの作成で構成されました。セッショ

ンでは｢気候変動｣｢プラスチック削減｣｢自然災害｣｢リサ

イクル/リユース｣｢多様性｣について3グループに分かれ

現状と解決策について、言葉の壁をどうにかして壊す為

に漢字や絵も使いながら、異なる価値観や文化的背景を

持つ台湾の参加者らと議論を重ね、またより良い世界を

創る為に私たちができることについて各地域に分かれて

アクションプランとして発表しました。防災学習では、

実際に被災されたKIBOTCHA職員の方から当時の悲惨な様

子についてのお話を伺い、今後の備えの為に出来る簡単

な防災グッズの作り方などを教えて頂きました。実際に

被害を受けた小学校の時計や黒板、また津波の映像など

から改めて自然災害の恐ろしさを実感する良い機会とな

りました。カルチャーナイトでは、日本からは日本の教

育番組について伝える為｢アルゴリズム体操｣、台湾から

7月17日～21日 アジア太平洋地域

ユースコンボーケイション参加報告 ②

粉川コメット

7月17日～21日 アジア太平洋地域

ユースコンボーケイション参加報告 ①

林（茂）コメット



は今香港で起こっている大規模なデモに対する台湾の協

力についての発表がありました。台湾の参加者は同世代

でありながら、自国の現状について強い意見をそれぞれ

が持っており、その姿に非常に強い刺激を受けました。

AYCは今世界で何が起きているのか、それらに対して私達

ができることは何なのかを、同世代の参加者らと意見交

換ができる素晴らしい場でした。また機会を頂けたら、

是非参加させて頂きたいです。

京都ウエストクラブ会長吉川様、十勝クラブ会長池田

様、IBC先輩の皆様こんばんわ。

この度仙台アジア大会の場を借りて、東日本区の十勝

クラブと西日本区の京都ウエストクラブと台北ダウンタ

ウンクラブの三つのクラブは、IBC三角聯盟を締結するこ

とができました。非常に嬉しく存じます。素晴らしい誼

がなお一層深い域に入ると信じます。

京都ウエストと台北ダウンタウンは1990年にIBCが結ば

れてから、すでに28年の歴史を持っています。その期間

に仲良しになって、いろいろな活躍をお互いに手伝って

まいりました。

かつて、台北ダウンタウン30周年記念を迎えたとき、

同時に京都ウエストクラブは25周年を迎えました。二つ

のクラブは台湾淡水の真理大学の構内で一緒に桜の木を

植え、碑（いしぶみ）を建てました。それぞれの誼にとっ

ては大事な証でありました。

さて、十勝クラブと京都ウエストクラブは日本で長い

姉妹関係を持っています。その縁（ゆかり）で森田様を

経由して、十勝クラブを紹介していただきIBC関係を締結

することができました。我々は何回もの訪れあいから素

晴らしい仲間になったし、美しい思い出も残しました。

今度は三角聯盟の締結により我々は誼がしっかりつなが

り、力を合わせる社会福祉を目指して頑張ってまいりま

す。

従って、ワイズメンのいろんな活動を活躍したい国際

ワイズメンのこの先の歴史に貴重な体験を残したい等と

思っています。これからは三つのクラブとの交流、学び、

成長の三つの面で必ず大成功させるようになることを信

じています。

今日（こんにち）初めての三角聯盟活動が行われまし

たが、さぞ、よい思い出を作れるのではないかと思いま

す。次回2021年は台北ダウンタウンの番です。交流会の

主催者になります。皆様是非台湾へお越しください。お

待ちしております。

結びに、今回主催者の京都ウエストクラブの皆さんか

ら厚いお招きを頂き心より感謝とお礼を申し上げます。

ありがとうございました。（通訳 呉政綱）

仙台ＩＢＣトライアングル交流会でのご挨拶

台北ダウンタウンクラブ 白醒麟会長

ＹＭＣＡからのお知らせ
1. サバエ 秋祭り

おいしいお食事屋台や楽しいゲーム・イベント
がいっぱい、どなたでも楽しんでいただけるお祭りです。
ぜひご参加ください。
日 程： 2019 年 9 月 15 日（日）
場 所： 京都 YMCA サバエ教育キャンプ場
入 場 料： 入場無料 ※会場で飲食できる 100 円×10 枚つ
づりのチケットをご購入ください。
お問合せ： サバエ教育キャンプ場 事務局（TEL：075-25
5-4709）
2. 第 2 回京都 YMCA チャリティーゴルフ「未来を担う子
どもたちを支援しよう」
集められた支援金は、京都 YMCA が行う公益活動のために
使われます。
日 程： 2019 年 10 月 30 日（水）
場 所： センチュリー・シガ・ゴルフクラブ
会費： 15,000 円（プレー費・昼食代・パーティー代・チャ
リティー代含む）
定 員： 80 名（4 名×20 組）
お申込み： 京都 YMCA チャリティーゴルフ事務局
kyoto@ymcajapan.org／Fax：075-251-0790）まで
締切：2019 年 9 月 17 日（火）

２０１９年９月スケジュール

1日 日 京都部部会
（第二例会） 1５:00

京都ホテル
オークラ

５日 木 三役会 19:00 京都YMCA

８日 日 リトセン秋期準
備ワーク 後報 京都YMCA

ﾘﾄﾘｰﾄｾﾝﾀｰ

15日 日 サバエ秋祭り 後報 京都YMCA
ｻﾊﾞｴ教育ｷｬﾝﾌﾟ

19日 木 オープン役員会
(第一例会) 19:00 京都YMCA

２０１９年８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・
総会(第一例会) 19:00 京都YMCA

10日 木 竹林ワーク 9:00 長岡京市竹林

22日 木 納涼例会 19:00 ANAクラウン
プラザ京都

Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ
胡内大輔（8/10) 福田英生(8/15）

市橋ちさ (8/7）加藤晶実(8/26)



7/25(木) 7月役員会吉川期役員会議事録
司会：河合書記 議事録作成者指名 中野会計
<報告事項>
1.6/16（日）第４回京都部評議会報告
YMCAのマナホールにて行われた。決算について、AYCの支援に
ついてすべて可決された。川上部長の報告、各会長の感想などは、
メールにて配信済みなので各自確認。今期は角谷ワイズがPDFで
送信してくれるようになった。決算報告など今までされていなかっ
たものが開示されるようになってきた。疑問に思うことなどはちゃ
んと意見をあげれば、YMCAも応えてくれると感じた。 林直前
会長
2.6/16（日）第１回京都部評議会、次期理事との懇談会報告
京都部会のウエストクラブがホストクラブを務めることが承認さ
れた。ワイズデー、ウエスト40周年記念例会のPRをした。EMC
のやり方についての報告があった。ウエストのEMCにも生かして
いきたい。 吉川会長
3.6/28（金）次期京都部地域奉仕・環境事業＆PR事業合同懇談会
報告KYOTO SDGｓの話など。ギネス挑戦への熱い思いが語ら
れた。 奥田CS委員長
4.6/28（金）京都YMCA会員協議会報告
YMCAマナホールにて行われた。川上部長欠席、代理にて島木
活動委員長が出席。2018年度報告。YMCA予算報告書の説明。
ウエストからは林元会長、河合書記、桂ワイズが参加。 林直前
会長
5.6/29（土）引継例会報告
本当に楽しかった。ありがとうございました。会長は最後くら
いは見ているだけでいいだろうとのんびり構えていたら、まさか
の４回の変装＆いきなり要求されるパフォーマンス。準備をして
くれたドライバー、EMC委員会の皆さん、食事もろくに摂らない
まま演出してくれて、本当に感謝です。 ありがとうございまし
た。（全員からの拍手） 林直前会長
6.6/30（日）リトセン開設ワーク報告
９クラブ100名ほどの参加でした。ウエストからは１１名の参
加。清掃を担当しました。 高田Yサ委員長
7.7/ 7（日）サバエ開設ワーク報告
６クラブ７４名参加。ウエストからは１２名参加。昼食のカレー
を担当しました。３種類のカレーを作りましたがとても好評でし
た。 高田Yサ委員長
8.7/10（水）締切 上半期半年報の提出について 胡内書記
個別にお願いしております。ちゃんと提出していただきました

9.7/11（木）キックオフ例会報告
初めての仕切りをさせていただきました。多少粗相があったこ
とはお許しください。
お役をいただいている方々の熱い思いを語っていただきました。
中川Dr委員長
10.7/15（月祝）16（火）東稜クラブ祇園祭ゴミ清掃ボランティ
ア報告
15日福田：毎年ですがグローバルの赤松さんと一緒に回りました。
16日中野：初参加の胡内さんと２回目の中野が一緒に回ってきま
した。
来年もできるだけ多くの参加をお願いします。 福田Yサ委員
中野会計
11.7/19（金）～21（日）アジア太平洋地域大会報告
ウエストは２１名で参加しました。
観光では、テレビでは報道されないような目を覆いたくなるよう
なものもあり、感慨深かった。
3日目の昼食会は林茂ワイズ、粉川ワイズのお嬢さんも一緒に３ク
ラブ67名で参加。
4日目延泊組ウエストは８名、総勢３８名で懇親会。温泉に行った。
記念品の交換も。詳しくはブリテンにて報告させていただきます。

安田交流委員長
12.7/21（日）台北・十勝・京都ウエスト IBCトライアングル締
結報告 吉川会長
全員でお揃いポロシャツを着て会場の壇上に全員で上がりまし
た。いろいろ記念品をいただいたので、写真をHPにUPしておき
ます。参加の皆様、お疲れ様でした。
13.8/10（土）竹林ワークについて
大阪西クラブの方も参加予定。徳義会のお子さんと先生にも参
加していただけそう。人数は後日確認する。当日９時に現地集合。
アルコールは出ません。飲みたい人は自分で持参。参加費は無料
ですので、お知り合いにもお声がけください。 奥田CS委員長
14.8/22（木）納涼例会について
ZEROクラブとの合同例会です。ANAクラウンプラザホテルに
て。ゲスト登録費用は5000円。内容については、この後の会議
にて詰めます。 中川Dr委員長
15.平安徳義会130周年事業、夏祭りについて
夏祭りは身内だけでやる予定。食べ物の提供はありません。純
粋に交流しましょうとのことです。8/31（土）
130周年は、10/22（火）エミナースにてボーリングと食事会予
定。式典は、2020年の2/10（月）予定。詳細連絡あり次第、発
信していく。奥田CS委員長
16.メネット事業主任方針、メネット事業主査方針 資料差替えの
件
西日本区の主事が大野勉ワイズの着任により決定しましたので、
資料差し替えになります。 河合書記
17.クラブ会費納入について
いろいろな行事に伴い、支払いもその都度発生するので、原資
である会費の確実な納入をお願いしたい。7月に入金がなかった
方は、お支払いを今後どのようにしていくのか、教えていただけ
ると助かります。 中野会計

18.中原ワイズ・山本ワイズ 広義会員承認について
戸所書記より、承認された旨の連絡がございました。吉川会長

19.KYOTOSDGｓバッヂ購入について
メンバー全員分をウエストでまとめて購入予定。ひとり1000円負
担予定。 吉川会長
20.スイカ・メロンファンドについて
初めてでしたが、無事完了しホッとしている。スイカ32コ、利益
19200円 メロン30コ、利益5000円。引き続き、皆様のご協力を
お願いいたします。 四方ファンド委員長
21.京都部部会アピール報告
自身はみやびクラブに訪問してきた。野田氏、澤田氏と３名。迎
えてくれたみやびクラブはなんと４名！ということで危機を感じ
ている。その他みなさんも協力いただき、部会のアピールに回っ
てくれていることに感謝する。藤居総務リーダー
22.牧野ワイズ 次期京都部国際交流事業主査として輩出の件
ウエストの牧野ワイズが、今期もキャビネット入りされているが、
来期の主査として選出されたことを報告します。牧野次期国際交
流事業主査より：求めて頂いているなら、やろうと決心した。ウ
エストの活動に加われる時間が少し減ってしまうが、頑張ります。
とのお言葉でした。 吉川会長
23.PR委員所信表明
PR委員としての所信表明が行われた。 澤田PR委員

24.各事業委員会報告 各事業委員長
交流委員長：安田ワイズより 島田部長の公式訪問の随行、他部
会の参加随行について、可能な日はみんなで分担していきたいと
思う。まだ希望受付中です。
<協議事項>
1.西日本区各部部会 随行について
他部会の部会に参加希望の方はご連絡お願いします。吉川会長

2.京都部各クラブ部長公式訪問 随行について
部長公式訪問について、ウエストの例会と重なっている時は申し
訳ないがウエストクラブを優先する。その他の日程に関しては、
なるべく色々な人が行けるようにしていきたい。 吉川会長
3.京都部部会と40周年記念例会のユニフォームについて
デザインについては発注のタイムリミットが近づいているので、
三役に一任していただく。各自のサイズについては、仙台の時の
ポロシャツサイズと同様。変更希望の方は市橋ワイズ まで連絡
お願いします。 佐治副会長
4.部会発表「自クラブの今後5年先、10年先の将来像」について
次回の例会時に、時間をお取りいただきたい。 吉川会長

<他クラブ関係>
1.7/9（火）フィリピンクラークワイズメンズクラブ第１回設立準
備委員会説明会について
具体的にフィリピンで立ち上げる話であった。フィリピンに既存
クラブはあるが、ぐだぐだになっている。きっちりしたクラブを
作りたい。文化的に、日常的に人を信じない、信じられない。お
金の管理などは日本人でないと無理、と、ZEROクラブバネッサ会
長談。在住日本人メンバー中心にする予定である。 胡内書記
2.各部部会について
9/7びわこ部会、9/8中部部会、9/16阪和部会、9/21九州部会、
9/28六甲部・瀬戸山陰部合同部会、10/5中西部会、10/26西中国
部会 参加ご希望の方は順次案内を送るので、部長随行の件もあ
りますので積極的にご参加いただきますようお願いします。びわ
こ部は8/20締め切りです。 胡内書記
<ＹＭＣＡ関係>
1.9/8（日）リトセン秋の準備ワーク食事担当の件 高田Yサ委員長
カレーの担当になります。たくさんのご参加お願いします。

2.9/15（日）サバエ秋祭り 第１回実行委員会（7/8）報告
昨年と同様、わらび餅、フランクフルト、ヨーヨーでいくつもり
です。 高田Yサ委員長
3.10/30（水）京都YMCAチャリティーゴルフの件
9/17締め切りです。奮ってご参加ください。 胡内書記

＜京都部関係＞
1.7/26（金）京都部EMC事業懇談会開催について（ホテルモントレ
京都）桂EMC委員長
吉川会長、佐治副会長、河合書記、桂ワイズ参加予定。

2.京都部部会進捗状況
スクリーンはセンタースクリーン１つにする。8月初旬に試食会。
来賓の追加あり。 佐治実行委員長
3.京都部キャビネット報告
8/23に各会長実行委員会会議あります。 牧野京都部書記

4.8/30（金）京都部国際交流懇談会開催について
次期国際交流事業主査として牧野ワイズも輩出しますので、奮っ
てご参加ください。 胡内書記
<その他>
1.ウエストクラブ40周年記念事業進捗状況
9月の京都部部会が終わるまでは、特に活動はしない予定です。
部長随行の際にはPRお願いします。 市橋実行委員長
2.ワイズ将来構想について
新しいクラブ創出の際の祝い金は、５０万円から３０万円へ変更。
JWF委員会から活動資金として３００万円出ることになった。
森田将来構想委員長
3.「新生ワイズ起こし運動」スローガン募集について
スローガンを募集している。2022年2022人を目指そう。
森田将来構想委員長

<役員会議案>
議案1 牧野ワイズを次期京都部国際交流事業主査として輩出する。

承認
議案2 納涼例会のゲスト等会費について
ゲスト・ビジター5,000円、メネット3,500円、平安徳義会2,500
円とする。 承認


