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国国国国際際際際会会会会長長長長 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)
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主題 ”Action !”(アクショ ン)

「With Pride and Pleasure」（誇りと喜びをもって）

西西西西日日日日本本本本区区区区理理理理事事事事 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”」

京京京京都都都都部部部部部部部部長長長長 島田博司（京都ウエスト）
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Club Office

京都ＹＭＣＡ本館

〒604 中京区三条柳馬場角

TEL(075)231-4388
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互いに親切にし、憐れみの心で接し神がキリスト

によってあなたがたを赦してくださったように、

赦し合いなさい。

エフェソの信徒への手紙４章３２節
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第二例会(納涼例会）
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愛（他者への思いやり）を行動へ！そして、

ワイズダムへ心地よい風を送りましょう！

大野 勉 メネット事業主任 (神戸ポートｸﾗﾌﾞ)
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メネット活動について 京都ウエストクラブ 森田直子

京都パレスクラブにメネットとして入会してからウエストクラブメネット会に入会し、

48年にわたりメネットの活動に関わってまいりました。最近では高齢化になってきたこと

や、共働きの家庭が増えてきたこと、環境も大きく変わってメネット会への参加が少なく

なってきていますのでこのまま継続していくのが難しくなっているように思われます。勿

論クラブによってはお食事会や音楽会、また子供食堂などクラ

ブの交流を深めておられるクラブもありますが、それはそれで

活発に活動していただきたいと思います。私の提案と致しましてはこの際西日本区の方

からメネット事業や国内プロジェクトの献金は取りやめてはどうかということです。こ

れは以前から言われてい

ることですが、西日本区

理事がメネット事業をや

める。主任が事業を取りやめるとは言い出しにくい

と思われますので、あえてメネットから提言させて

いただきます。事業をやめてしまうと、今まで何と

か協力して方針に従っていたクラブまで活動が消え

てしまうのではという懸念もありますが、メネット

会長やメネット事業主任にはなりたくない、という

会員が増してきたことも事実です。成り手が無くて、

第一例会(役員会)

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

5000円
5000円
1290円

11290円



仕方なしにメンが引き受けて、名前を乗せるだけでは意

味がないように思われます。本日の会も女性メンバーと

メネットに限られましたが、今後も女性メンバーの方は

メネットの参加を呼び掛けていただき、眠っているメネッ

トを起こしてほしい、誘ってほしいと願います。ワイズ

を発展させるにはメネットの理解も必要です。10月27日

に行われますワイズデイも、一列に並んで前にいる人の

Ｔシャツの背にサインをするとのことですが、メネット

も是非誘って来てほしい。参加して地域も巻き込んでギ

ネスブックに挑戦し

たいと思います。何

度も申し上げますが、

メネット活動を止め

るのでは無く、今後

も女性らしい発想で

各クラブに合った地

域に根差した活動は

続けてほしいと願います。

８月１０日（土）長岡竹林で

毎年恒例の地域奉仕・環境委員

会主催の恒例の“竹林de流しそ

～めん”イベントを開催いたし

ました。早いもので今回は第6

回目の開催です。朝９時前から

男性メンバーを中心に流しそー

めんの土台作りが始まりました。

メンバーも回を重ねるごとに、

土台作りに慣れてき

たのか、手際よく進

んでいきます。徳義

会の先生と高校生の

生徒さんもお手伝い

いただき、流しそう

めんの竹の水路と竹

脚が出来上がりまし

た。またゲストの赤松さんには早朝から草刈り、整備を

行っていただき、雑草の生い茂った竹林は綺麗な竹林に

様変わりしました。調理の準備、ゲストの東前さんにご

指導いただきながらの竹の器や、お箸づくりなど、分担

ごとに手際よく準備

も進み、いよいよそ

うめん大会が始まり

ました。猛暑日にも

かかわらず、竹林の

さわやかな空気を感

じながらいただく流

しそうめんは絶妙で

す。そして今回は新

奥田委員長発案のス

イカ割りを行いまし

た。なかなか思うよ

うにスイカは割れま

せん。何回もトライ

してやっと河合ワイ

ズが成功。大人も子

供も一緒に楽しめる

素敵な企画でした。

最高気温３８度の猛

暑日でしたが、そん

な熱さに負けないエ

ネルギーと、熱さを吹き飛ばす笑顔と笑い声が絶えない

一日でした。・参加メンバー１５名、メネット１名、孫

メット３名、平安徳義会２名（先生１名、生徒さん１名）

ゲスト２名

夏の暑さが残る8月22日、恒例の納涼例会が、昨年に

引き続き京都ＺＥＲＯクラブとの合同で、ＡＮＡクラウ

ンプラザホテル屋上にて開催されました。夕立が心配さ

れたビアガーデンでしたが、天候に恵まれ、終盤にパラっ

と降っただけで済みました。平安徳義会の養護施設の先
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生方やたくさんのゲストの方にお越しいただき、総勢72

名での大交流会となり、盛会でした。（場を盛り上げる

ためにと、事前にあーだこーだと議論して準備していた

アトラクションをしなくても良いくらいの盛り上がりで

した。）開催に当たり、京都ＺＥＲＯクラブの皆様には

大変お世話になりました。笑顔で場を盛り上げてくださっ

た会長の坂口バネッサさん、直前のバタバタにもご対応

くださった高倉英理さん、アトラクションの企画を担当

くださった坂口祐司さん、司会の岸田靖司さん、そのほ

か企画運営に携わってくださった皆様、ご参加いただい

た皆様、ありがとうございました。

ZEROのメンバー、そしてゲストとの親睦を深めるアト

ラクションを考えるため合同委員会も２回開催しました。

たくさんのゲストを迎え総勢72名となり、加えビアガー

デンという解放された場所で、アトラクションは実施出

来ませんでしたが、みなさん楽しんで頂いたようで、結

果オーライですよね？(笑)この日ご出席頂いたゲストさ

んの入会という朗報を心待ちにしています。ウエストの

みなさま、ありがとうございました！以上
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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
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3日 木 三役会 19:00 京都YMCA

10日 木 オープン役員
(第一例会) 19:00 京都YMCA

19日
(予定) 土 ポテト配達

ワーク 8:00 丸進運輸

24日 木 第二例会
部⻑公式訪問 19:00 東急ホテル

27日 土 ワイズデー 後報 三条商店街
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８/８(木)８月役員会吉川期役員会兼通算第856回
司会 河合書記 会⻑挨拶 吉川会⻑ 出席者確認 河合書記
議事録作成者指名 高田Yサ委員⻑ 前月議事録確認の件 中野会計

報告事項
1 7/26（⾦）京都部EMC事業懇談会報告 牧野主任からEMCのあ
り方、トップスクラブのメンバーが増えてきた過程を聞いた。
EMC委員⻑としては、これから交流を増やしたい。桂EMC委員⻑
2 8/1（木）北京都フロンティアクラブ 部⻑公式訪問例会 随⾏
報告 島田京都部部⻑、竹山国際・交流事業主査、香山地域奉仕・
環境事業主査、トップスクラブ船木ワイズ、安田交流委員⻑が参
加。新メンバー4人の入会式があった。若いメンバーも増え、
パワフルな印象だった。 安田交流委員⻑
3 8/6（火）京都ウェルクラブ 部⻑公式訪問例会 随⾏報告
島田京都部部⻑、竹山国際・交流事業主査、香山地域奉仕・環境
事業主査、市橋副会⻑が参加。７人という人数でも、きっちりと
した例会をされており、これからメンバーも増えるそう。７名全
員が部会に参加してくださる。 市橋副会⻑

4 8/10（土）竹林ワークについて 暑さ対策、蚊などの虫対策を徹
底。牛乳パックの氷を１人１個持参。タープを持っている方はター
プも。メンバーはAM9:30集合、その他の方はAM11:00。流し
そうめん終了後様子を⾒て竹林整備もできればする。林CS委員

5 8/22（木）納涼例会について 中川ドライバー委員⻑より、詳細
が分かり次第連絡をまわす。 ⾦澤Dr委員

6 8/31(土)平安徳義会夏祭りについて
一部模擬店にてゲーム。二部グラウンドにて手持ち花火大会。ウ
エストクラブからはジュースの支援をする。吉川会⻑、河合書記、
奥田CS委員⻑が参加。 吉川会⻑

7 10/27（日）ワイズデー参加人数、ギネスチャレンジ参加費用
徴収の件 Ｔシャツ・サインペン費用の￥1,000をワイズメンは徴
収。ウエストクラブは、￥1,000×36名。8/23PR委員会にて他
クラブに説明。 澤田PR委員

8 前期各種クラブ負担⾦の納入について YMCA会費入⾦済み。
⻄日本区については、8/9入⾦。 中野会計

9 ⻄日本区各部部会 随⾏について参加希望される方はご連絡く
ださい 安田交流委員⻑

10 京都部各クラブ部⻑公式訪問 随⾏について参加希望される方
はご連絡ください。クラブのため、自分のため、どんどん参加し
ましょう。 安田交流委員⻑

11 京都部部会と40周年記念例会のユニフォーム決定について
8/29受け取り予定。￥4,500 佐治副会⻑

12 ポテトファンドについてお盆明けにお知らせ。とうもろこし
ファンドの件も整理してメールする。 四方ファンド委員⻑

14 各事業委員会報告 ブリテン先月号、修正があるので差し替
えお願いします

各事業委員⻑協議事項
1 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

19名からアンケートの回答あり。各意⾒をまとめて発表します。
2 他クラブ関係 1 8/20（火）フィリピンクラークワイズメン

ズクラブ第２回設⽴準備委員会について参加募集しておりま
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・瀬⼾山陰部合同部会、10/5中⻄部
会、10/26⻄中国部会 河合書記

ＹＭＣＡ関係
1 8/11(日)緊急サバエキャビン屋根補修ワークのお願いの件

昨年の台風でワイズキャビンの屋根が損傷し、雨漏りする状態
に。今年のキャンプで急遽使うことになったので、修理協⼒のお
願い。 高田Yサ委員⻑

2 9/8（日）リトセン秋の準備ワーク 食事担当彩り野菜カレー
に決定。 高田Yサ委員⻑

3 9/15（日）サバエ秋祭りの件 フランクフルト、わらびもち、
ヨーヨー釣り担当。9/6に実⾏委員会があるので、詳細は後日連
絡。 高田Yサ委員⻑

４ 10/30（水）京都YMCAチャリティーゴルフの件
島田京都部部⻑、塚本京都部書記、角谷京都部事務局⻑、佐治
副会⻑、澤田PR委員⻑、澤田PR委員⻑ゲスト、安田交流委員⻑、
参加予定。あと3名ほどいけます。9/10締切。 佐治副会⻑

京都部関係
1 8/23（⾦）京都部PR委員会開催について ワイズデーについ
てだと思います。詳細後日連絡。 澤田PR委員

2 8/30（⾦）京都部国際・交流事業懇談会開催について（ホテ
ルモントレ京都）安田交流委員⻑・四方ファンド委員⻑

3 京都部部会進捗状況、登録状況 20日、26日、19：00より京
都YMCAにて全体会議。現在338名ほど登録(京都部66.1％)
佐治実⾏委員⻑ 藤居総務リーダー

4 京都部メネット・⼥性メンバーの集いについて 現在、京都部
は6名登録。(6名ほど増えるかも)全体では30名ほどの登録。

岩本メネット事業主査
5 京都部キャビネット報告 部会の登録増員のため、他の部等に
お知り合いがいたらお声がけお願いします。登録状況を随時発信
してほしい。京都部キャビネット

その他
1 ウエストクラブ40周年記念事業進捗状況

京都部部会後、活動開始。部会でチラシ入りポケットティッ
シュ 配る。3部制でプロの司会は無し。1，2部はメンバーの
誰か、3部は市橋コメットとコメット友人でしてはどうか。

市橋実⾏委員⻑
2 ワイズ将来構想について、スローガン募集について17日の

委員会で決める。 森田将来構想委員⻑

<役員会議案>
議案１ 林期39期年間事業報告について 承認 ☑

議案２ 林期39期会計報告について 承認 ☑

ＹＭＣＡからのお知らせ
1. サバエ 秋祭り

京都YMCAサバエ教育キャンプ場を会場に秋祭りを開催しま

す。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：075-255-4709）

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。京都YMCAに集う様々な会員の皆様、つながりの

ある皆様が一堂に会し交流を持つ機会にもなります。ぜひ、

ご友人やお知り合いの方もお誘いいただきご参加ください。

協賛金、協賛品も募集しています。

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

（所在地）〒520-3302 滋賀県甲賀市甲南町池田上梅田211
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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） ※定員になり次第締切り

ます。

お申込み： 京都YMCAチャリティーゴルフ事務局

（メール：kyoto@ymcajapan.org／Fax：075-25 1-0790）ま

で、郵送、メールまたはFAXにてお申し込みください。

締 切： 2019年9月17日（火）

お支払い： 代表者名で2019年10 月10日（木）までに

お振込みくださるようお願いいたします。

郵便振替 口座番号01030-6-733 公益財団法人京都YMCA

（フリガナ）ザイ）キョウトワイエムシーエー

お問合せ： チャリティーゴルフ事務局TEL：075-231-4388

担当 藤尾

Happy Berthday

17日 野田君子

Happy Aniversary

27日四方秀和・香美 28日福田英生・仁美

京都ウエスト４０周年記念例会
２０２０年５月５日

京都国際会館にて開催！


