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「強い義務感を持とう！義務は全ての権利に伴う」
西日本区強調月間

標
語
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！～

第４０代

協

会⻑主題

昨年度途中、中原ワイズの後を受けて、今期PR委員を
仰せつかりました澤田長利です、PR委員とはワイズメ
ンズクラブのPRを行う担当だと自分なりに思っていま
す。現在では、ワイズ将来構想委員会もあり、ワイズ
の内側からの改革、そしてPR委員は京都部PR委員長を
中心にワイズメンズクラブを広く一般に知っていただ
こうという役割だと考えています。元々ワイズメンズ
クラブはYMCAを支えている団体ではありますが地域奉
仕など、他のロータリー、ライオンズといったボラン
ティア団体に近いところがあります。ロータリーやラ
イオンズに比べてまだまだ知られていないところが多
いのも事実です。一般的には知られていないワイズメ
ンズクラブのことを如何にPRしていくかがPR委員の役
割だと思います。その一つとしてワイズデーがありま
す、今年ウェストクラブは島田部長を輩出しているク
ラブでもあります、今回の京都部部長次第でもある
【限界を超えろYs Power No Limit】これが今ワイズに

会
員
広義･功労
特別ﾒﾈｯﾄ
合 計

33名
3名
1名

37名

10月出席率818％
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ含む
9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

今月の聖句
わたしたち強い者は、強くない者の弱さを担うべき
であり、自分の満足を求めるべきではありません。
ローマの使徒への手紙 第１５章１節

調

Public Relations PR委員 澤田長利

メンバー数

ワイズデーを利用して、地域の人や マスメディア
を巻き込んで社会的認知度を高めましょう！
加藤信一 広報・情報委員長
（京都トップスクラブ）

24名

メ
ン
広義･功労
メネット
コメット
ゲ ス ト
ビジター
合

計

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

問われているものではないかと思い
ます。京都部の吉田PR委員長の元、
ワイズのPRをギネスに挑戦という形
で広く一般に広めようと企画された
が今回のワイズデーであります、
「ワイズPRのためのワイズデーギネスに挑戦」素晴ら
しいことだと思います。如何にして人々に広めていく
か、いかにしてワイズメンズクラブの行っている素晴
らしい奉仕活動や社会貢献を広く人々にアピールして
いくか、が課題であります。メディアなどを活用して
のPRは一時的には効果がありますが、本来長い目で見
ていくと、EMCの大切さがわかるのではないでしょうか、
特に最近、希薄になりつつある「人と人のつながり」
これを繋げることこそが、強いワイズメンズクラブを
作ることであり本来のワイズPR委員会の意味だと思っ
ております、今期ワイズデーギネスに挑戦いたします、
人々の記憶に残るワイズのPRを進めていきたいと思っ
ております。澤田長利PR委員

第二例会（部⻑公式訪問）

23名
0名
1名
0名
0名
0名

会 ⻑

ニコニコ

ファンド

27名 前月累計 22564円 前月累計
11290円
1名 10月
18000円
10月(ポテト) 662930円
1名 累 計
40564円 合計
674220円
0名
豪雨震災募⾦
4名
前月累計
0円
6名
10月
0円
合
計
円
39名

10月19日(土) ポテトワーク
四方ファ ンド 委員長
令和元年10月19日（土）
京都府久世郡久御山町の丸進
運輸株式会社 京都営業所に
て、京都ウエストワイズメン
ズクラブ・京都ワイズメンズ
クラブ・京都トップスワイズ
メンズクラブ・京都東稜ワイ
ズメンズクラブの4クラブ合
同でポテトワークを行ないま
した。各クラブのファンド委
員は午前7時より集合し、ト
ラックからの荷卸に立ち合い、お互いのクラブが数を間
違えないように数読みを行い確認作業をしました。現場
が混乱しないように、各クラブの集合・作業時間をズラ
し、第一グループとして午前8時半より京都東稜ワイズ
メンズクラブがポテトワークを開始しました。京都ウエ
ストクラブは第三グループとして9時頃よりポテトワー
クを開始しました。少し天気が心配されましたが、9時
半頃には第一便として配達へ出発しました。11時頃には
第二便が配達へと出発しました。配達グループによって
は激しい雨が降ったようですが、大きな混乱もなく昼過
ぎには無事ポテトワークが完了致しました。その後、合
同4クラブと来期に共有すべきルールや課題の確認を行
ないました。今回、ポテトワーク自体が初参加且つ初委
員長と初づくしでしたが皆様のご協力のおかげで無事終
えることができました。本当にありがとうございました！

10月22日(火)平安徳義会創立１３０年行事
胡内 外部書 記

10月22日、「平安德義会130周年記念行事」が、洛西
のホテル京都エミナースにて開催され参加させて頂きま
した。ウエストクラブからは、吉川会長・奥田CS委員長
をはじめ、13名の参加でした。平安德義会の子ども達や
先生方は、平安德義会を愛称で「德ちゃん」と呼んでお
られます。壇上には、子ども達が手書きで書いた絵など
で飾られた「德ちゃん130歳おめでとう」の吊り看板が。
その日は僕も「德ちゃん」と呼ばせて頂きました。
今から130年前となると、明治22年頃になります。そ

の頃からの歴史と現在の事を思うと感慨深いものがあり
ますし、今少しでも関われている事もまた違って感じま
した。各テーブルにウエストメンバーは別れて座り、子
ども達や先生方と食事をしながら話をしました。僕も、
とりとめのない話でしたが色々と話をしました。また次
にあった時に呼べるように子ども達の名前を憶えました。
子ども達は憶えてはくれていないと思いますが（笑）。
最後に、奥田CS委員長が寝ずに考案したオリジナルゲー
ム！と司会で、「德ちゃん」の皆さんと交流し、楽しく
会を終わりました。奥田CS委員長、お疲れ様でした！

10月24日(木)第二例会 部長公式訪問
佐治 副会長

京都東急ホテ
ルにて、部長
公式訪問例会
が開催致しま
した。先ずは、
４０期初の入
会式を行い、
野々口ワイズが入会されました。
そして、広義会員から、本会員へ
中原ワイズが復活され、久々に人
前で話されると言う事でしたが、
皆んなの暖かい雰囲気の中で挨拶
され、これからもクラブにとって
も大きな力になり、心強い言葉も
頂きました。 続いて、竹山主査、
吉田ＰＲ委員長、香山主査最後は、
島田部長の話しでした。京都部も忙しそうですが、皆さ
ん楽しそうに取り組んで
られるのを感じました。
随行でも、お聞きしてい
ましたが、毎回、ワイズ
メンとして、人として非
常に為になり、これから
の自身のワイズ活動に繋
げて行けるように、先ず
はクラブの為に何が出来
るかを考え活動して行く
所存では御座いますので、
改めてメンバーの皆様、
宜しくお願い致します。

コメットも

10月27日（日）ワイズデー 全体
澤田 PR委員

緊急参加を
頂きバッチ
リ英語での
アナウンス
をして頂き
ました。14：
00よりエン
トリー開始！
櫓上から見
るその光景
は、まるで 祇園祭を見ているような沢山の人の長い行列
が印象的でし
た。しかし入
場完了間際に

令和元年10月27日に行われましたワイズデー全体につ

はギネスパン

いてご報告いたします。京都市中京区三条会商店街の中
ほどの大宮公園を中心にワイズデーが行われました、今

フ1250枚を配
布しているに

回のワイズデー、なんとギネスに挑戦するという広告の

も関わらず現

元、各クラブの参加者声掛け、そして、ギネス挑戦が行

世界記録の91

われました。ワイズデーの内容としては、日ごろ各クラ
ブの地域奉仕活動と京都市が推奨するSDGｓのブースを大

8人に届かな
い人数。必死で声掛けをして最終エントリーの市長が入

宮公園内に設け一般に方々にアピールしました、またウェ

場して980人。ホッとしま

ストブースでは都作業所のソフトクリーム販売と竹林整

した。その後、部長、市

備活動をPRいたしました、当日晴天にも恵まれ山本ワイ
ズを除くメンバ全員参加で行われました、メンバは各持

長の挨拶、ルール説明が
行われ、ギネスワールド

ち場にて奉仕活動に励まれました、またステージでは大

レコード社

学生のバンドチームや、京都部でもお世話になったストー
ンバランサーの池西さんや歌手の和紗さんがステージを

記録公式認定員の桐村さ
んの号令でギネス開始！！

盛り上げていただきました、ギネス会場は三条会商店街

制限時間は1分間。挑戦は

のアーケードの中980名の挑戦者の元一列に並び、前の方

あっという間に終わり、

の背中に名前を書くというギネスブック挑戦をいたしま
した、そして919人成功の偉業を達成いたしました。皆様

審議開始。その間、大抽
選会を開催しました。そ

朝早くからご奉仕いただきありがとうございました。

して！ついに結果発表！

10月27日(日)

ワイズデー 櫓 チーム
安平知史

ギネス世界

何と結果は1名更新の919
人！冷や汗が出ましたが、
無事に世界記録の更新で

我がチームはワイズデーのアトラクションの「お互いの

会場は大いに盛り上がりました。まさに限界を超える！

Tシャツにサイン をした最多人数」というギネス世界記
録 に 挑 戦 の 進 行 を櫓上からアナウンスする担当。スタッ

各メディアの取材やテレビでも大きく報道して頂き、ワ
イズメンズクラブの広報のツールとして大きな効果のア

フ8名。外国人向けに語学堪能の粉川ワイズ！そして粉川

トラクションができたと思います。皆さんのご協力に感
謝！島田部長！良かったね！！
櫓担当：安平、竹山（洛中）、粉川、粉川コメット、四
方、林（茂）、藤居、渡邉

９日

Happy Birthday

中原

一晃

１３日

島田由美子

Happy Anniversary

９日 ⽴山隆一・益子
１４日 野田泰伸・君子

す。今回商品も京都部の３役様からも出して頂き、他の

10月27日（日）ワイズデー CSチーム
奥田CS委員長

コンペよりも豪華に感じました。ウエストクラブには立
山ワイズ筆頭のゴルフコンペ「座布団杯」があります！
ゲストを毎回呼び１６名程で大会をしております。野々
口ワイズもゴルフをやられる様なので次回は参加お待ち
しております。今回は惜しくも優勝を逃しましたが、次
回はウエストから優勝を出したいと思います。

野々口敬祐ワイズ入会インタビュー

10月27日は、我々ウエストクラブにとっても今期前半
の細大の山場であるワイズデー『ギネスレコードチャレ
ンジ』でした。この重要なイベントの中で、我々ＣＳチー
ムはテントブースを担当させてもらいました。イベント
に先立ち、テントのデコレーションを行い、ウエストク
ラブの活動ＰＲの掲示をおこないました。ウエストの活
動紹介パネルは、復活した中原ワイズに作っていただい
た貴重な物で、非常にステキなものでした。中原ワイズ
ありがとうございます。同じブースでは、みやこ作業所
さんがソフトクリームの販売をおこなっており、まさに、
京都の全ワイズ及び、関連する皆様の力が一丸となって
取り組む、今回のワイズデーとなりました。
１２：００を過ぎるといよいよスタート。受付対応と
ソフトクリームの販売が進む中、天気も良く、素晴らし
いチャレンジとなる予感となってきました。ここで平安
徳義会のお子さんと先生も駆けつけてくださり、ＣＳチー

粉川 尚子
「野々口さんはどうしてワイズに入会しようと思
われたのですか。」
「なんとなく、です。父がワイズメンだったので。」
意外？素直？なお答え。野々口さんのお父様は元
ウエストクラブのワイズメンであり、残念ながら
他界されているとのこと。
お父様が病気になられたとき、スポンサーであ
る市橋ワイズを紹介してもらったんです、と野々
口さん談。
現在は、少し年の離れた兄弟のように親しくし
ているという市橋ワイズと野々口さんですが、実
は元々は野々口さんのお父様と市橋ワイズが、そ
れこそ年の離れた兄弟のように親しくされていた
とのことでした。
「ワイズに入会してどんなことを期待されていま
すか。」
「色んな人と出会って、成長したいです。」と、
頼もしい答えが返ってきました！！

ムとしては一層気合の入る中、ギネスチャレンジが始ま
るのですが、我々ＣＳチームにも、挑戦者数が少ないこ
とから、参加要請が入る状態となりました。「大丈夫な

２ ０１９ 年１ １月ス ケジ ュール
のだろうか？」と
3日

日

が参加しながら挑

７日

木

戦したギネス。結

14日

木

果は、見事チャレ
ンジ成功！本当に

17日

日

最高な一日となり

17日

日

28日

木

緊迫する中、結局
ＣＳチームも全員

ました。皆さんお疲れ様。そして、感謝！！

10月30日(水)

ＹＭＣＡチャリテ ィゴルフ
塚本勝己

センチュリーシガゴルフクラブで第２京都ＹＭＣＡチャ
リテーゴルフコンペが開催されました。ゲスト、メンバー
を合わせ総勢８６名前回より１０名程参加者が増え盛大

５日
1２日

に行われました。天気も良くゴルフ日和となり、後は腕

19日

次第と言う事で、ウエストクラブから参加したのは島田
部長、立山ワイズ、佐治ワイズ、角谷ワイズ、澤田ワイ

21日

ズ、安田ワイズ、ゲストの山口さんと塚本プロの８名で

27日

京都YMCAチャリティー
デイ・国際協⼒募⾦

三役会
オープン役員
(第一例会)
リトセンオータ
ムフェスタ
みやこふれあい
祭り
第二例会
EMC例会

13:00

京都YMCA

19:00

京都YMCA

19:00

京都YMCA

11:00

リトセン

後報

⻄院中学

18:30

フォーチュン
ガーデン

２０ １９ 年１２ 月ス ケジュ ール
木
三役会
19:00 京都YMCA
オープン役員
木
19:00
京都YMCA
(第一例会)
４０周年
木
後報
京都YMCA
実⾏委員会
第二例会
土
19:00 東急ホテル
（クリスマス）
⾦

ウエスト忘年会

後報

後報

10 /1０(木)10 月 吉川期 役員会議事録

兼通算第860回

司会 河合書記 議事録作成者指名 桂EMC委員⻑
前月議事録確認の件 奥田CS委員⻑（9/29発信）
報告事項
1 9/21（土）九州部部会 前日にいろいろ話せてよかった（森
田）前ノリは楽しかった（塚本）
森田将来構想委員⻑
2 9/27（⾦）京都部PR委員会 ワイズデーが近づいてきてが
んばっている。
澤田PR委員
3 9/28（土）六甲部・瀬⼾山陰部合同部会 終了後、⼥性メン
バー3名でベイシェラトンの温泉を楽しんだ。 牧野CS委員
4 10/2（水）EMC委員会主催 あそぼ会4名のゲストを囲み、
11名のメンバーで入会を勧奨する。手ごたえあり。桂EMC委
員⻑
5 10/5（土）中⻄部部会 報告 部会のお礼のつもりで参加し
たが、大阪にしクラブの参加は５〜６人だった。
市橋副
会⻑
6 京都部各クラブ部⻑公式訪問 随⾏報告
9/19（木）京都洛中・みやび、10/2（水）京都プリンス、10/9
（水）京都トップス、草野DR委員、奥田、CS委員⻑、中野会
計
7 10/12（土）竹林ワークについて 栗がたくさんできている
ので是非決⾏したいが、台風接近してきているので、徳義会は
お断りしている。 奥田CS委員⻑
8 10/19（土）ポテトファンド・ワークについて、各種ファン
ド報告配送表を作成している。8：30集合後はメールにてお知
らせします。
四方ファンド委員⻑
9 10/22（火）平安徳義会130周年記念⾏事（食事会）につい
て
11時から13時まで幼児から専門学生までエミナースで開かれる、
メンバーも多数参加の上、12時頃ウエストメンバーで出し物し
てくださいと言われている。5000円参加費
奥田CS委員
⻑
10 10/24（木）部⻑公式訪問例会について 野々口敬祐さん
の入会式を部⻑スピーチの前に⾏う。
中川DR委員⻑
11 10/24（木）野々口敬祐さん 入会式についてオリエンテー
ションを当日⾏う（担当森田、吉川、市橋、桂）桂EMC委員⻑
12 11/3（日）京都YMCAチャリティーデー＆国際協⼒募⾦に
ついて徳義会の子供たちに協⼒をお願いする予定。高田Yサ委
員⻑
奥田CS委員⻑
13 11/17（日）みやこふれあい祭りについて 焼きそば、わ
らび餅の屋台出店する。毎年のことだが、同日のリトセンチー
ムと人員配を振り分けてほしい。（安田ワイズ、奥田ワイズ用
意）
奥田CS委員⻑
14 11/28（木）EMC例会について フォーチュンガーデンで
開催、ゲストスピーチとメンバースピーチを予定している。食
事もグレードアップし、お酒類も飲み放題、ワイズデーの慰労
と40周年記念例会の成功を祈念して楽しんでもらう例会にする。
桂EMC委員⻑
15 京都部各クラブ部⻑公式訪問 今後の随⾏について 11/2
7（水）京都トゥービー
安田交流委員⻑
16 京都部CS事業アンケートのまとめ 奥田委員⻑提出の
アンケートまとめ 胡内書記
17 各事業委員会報告 各事業委員⻑ Yサ委員会オータムフェ
スタがあります。CS委員会みやこ作業所ふれあいまつり、
ポテトワーク19日があります
同日開催につき分担して参加をお願いしたい。
協議事項
1 10/27（日）ワイズデーについて 参加人数、模擬店出店協
⼒、ステージ担当 他様々な説明があった。三条大宮公園9：0
0，櫓の集合ステージ舞台の設営及び運営建設，みやこ作業所
のソフトクリーム販売。ギネスチャレンジ時1時間待ちが出る。
他グローバル会場設営。キャピタルクラブ受付。澤田PR委員
佐治副会⻑
他クラブ関係
1 各部部会について 10/26⻄中国部会森田ワイズのみ 胡内書記
2 10/9(水)中⻄部チャリティーゴルフコンペ参加者なし胡内書
記
3 11/5（火）京都キャピタルクラブEMCアワー例会 「横浜De
NAベイスターズの企業戦略を現場はどう⾒えたか」 胡内書記
4 11/21（木）5クラブ合同例会（センチュリー、エイブル、み
やび、東稜、ウェル）
胡内書記
ＹＭＣＡ関係
1 10/30（水）京都YMCAチャリティーゴルフについてウエスト
メンバー8名2組参加
胡内書記
2 11/17（日）リトセンオータムフェスタ 出店協⼒について1
1：00〜14：00 ジャンボ餃子を出店。2000円、やはり人員を
みやこふれあいまつりと分けてほしい
高田Yサ委員⻑
3 ⻄日本区 「YMCA・ユースとの協働について」 アンケート
提出の件 主任に回答済
高田Yサ委員⻑

京都部関係
1 10/18（⾦）京都部PR委員会開催ついて 澤田PR委員
2 次々期について
吉川会⻑
3 京都部キャビネット報告 ワイズデーで動いている。市⻑も区
⻑も参加予定、新聞社放送局も広報してくれる京都部キャビネッ
ト
その他
1 ウエストクラブ40周年記念事業進捗状況
記念ファンド等について進捗報告
市橋実⾏委員⻑
2 ワイズ将来構想について 2016年から25回の委員会を開いた。
ようやく灯がともってきたように思う。スローガン募集に20件
あったが、そのうちウエストからは8名の応募があった。
優秀賞は（ワイズ100周年輝く歴史未来まで）広島クラブ⾦子
ワイズでした。年齢調べ1300人のうち⻄日本区58歳ウエスト5
3.5歳意外と若かった？
森田将来構想委員⻑
役員会議案なし

ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ
1.台風19号・15号被災地支援 ポジティブネットYMCA募⾦ 受付
台風15号、19号により、広域にわたり甚大な被害が出ています。
ＹＭＣＡでは、被災地でのボランティアワーク等の支援、日常
生活を奪われた子どもたちに寄り添い続けます。コミュニティ
の復興支援を目指して、国のネットワークや特性を活かした活
動を展開していきます。以下の期間中、支援募⾦を受け付けて
おります。皆様のあたたかいご支援・ご協⼒をお願いいたしま
す。
受付期間： 2019年10月17日（木）〜2020年3月31日（火）
募⾦方法： 京都ＹＭＣＡの各階窓口にお届けいただくか、以下
にご送⾦ください。≪郵便振替≫ ０１０５０－７－１９１３２
加入者名： 京都ＹＭＣＡ 奉仕活動基⾦
※通信欄に「豪雨災害」とお書きください。
2.スキーキャンプ・ウインター＆スプリングプログラム 募集（ス
キー、雪あそび、ｱﾌﾀｰｽｸｰﾙ、体操、ｽｲﾐﾝｸﾞ）
お申込み・お問合せ：
京都YMCAウエルネスセンター（TE
L）075-255-470 詳しくは予約専用サイトe-YMCAをご覧くだ
さい。
https://e-ymca.appspot.com/kyoto/index
3.オータムフェスタ 毎年⾏われる秋のイベントです。自然あふ
れる環境の中、秋の一日を楽しみましょう。
日
時： 11月17日（日） 11:00〜14:00
場
所： 京都ＹＭＣＡリトリートセンター
参 加 費： （大人（中学生以上））2,000円／（小学生）1,0
00円／（幼 児）無料 ※御池通柳馬場角より無料送迎バスあ
り。
（要事前申込（11月9日（土）締切））
お申込み・お問合せ： 京都YMCAリトリートセンター事務局
（TEL）075-255-4709（当日のみ：0774-24-3838）
（E-mail）retreat@kyotoymca.org
4.YMCA・YWCA合同祈祷週集会 スリランカの漁村から 〜平
和をつくり出す人々
スリランカからゲスト2名を招き、日本以上に多文化、多宗教の
スリランカで、人々が自信をつけ貧困を克服し、⽴場が異なる
人たちの中で理解と協働を生み出そうと取り組んでいる内容な
どをお話しいただきます。
日
時： 11月30日（土）18:30〜20:30
場
所： 京都ＹＭＣＡ三条本館
参 加 費： 500円（茶菓付）※30歳未満の方は無料です。
申込締切： 11月16日（土）
お問合せ・お申込み： 京都YMCAメール、電話またはFAXにて
お申し込みください。
京都YMCA （E-mail）kyoto@ymcajapan.org （TEL）075-23
1-4388 (FAX)075-251-0970
5.ＹＭＣＡ三条保育園「子育て支援企画」協賛のお願い
「相沢康夫さんと積木で遊ぼう〜積み木ライブショーを楽しむ」
講師による積み木パフォーマンス、積み木や構成玩具を用いて、
親子で遊びます。
日 時： 2020年1月12日（日）14時〜16時
場 所： 京都ＹＭＣＡ三条本館
対 象： 幼児〜小学生の親子40組〜50組

編集後記
今月は、40期初の入会者があり、喜ばしい限りです。
来月以降も、入会者が続きます。ブリテンでも新入会員
の紹介をしていきますので、お楽しみに♪
ようやくソフトの使い方がわかってきた
ブリテン委員長でした（汗）

