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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
わたしは世の光である。わたしに従う者は暗闇の中

を歩かず、命の光を持つ。

ヨハネによる福音書第８章１２節
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第二例会(クリスマス)
メ ン
広義･功労
メ ネ ッ ト
コ メ ッ ト
ゲ ス ト
ビ ジ タ ー

国内外を問わず、より多くの交流の場ウィ求め、
機会を捉え自ら積極的に行動しましょう。
前田香代子国際･交流事業主任 (熊本ジェーンズ）

西日本区強調月間

メンバーの皆様、明けましておめでとうございます。昨年中は、沢山の会やイベ
ントに、多大なるご協力を頂き誠に有難うございました。
いよいよ2020年も始まり、ウエストクラブの40周年例会も近づいてきました。

緊張と興奮でどんなに素晴らしい例会になるのか、今から楽しみです。これから皆
様にはお忙しい時間をお借りしなければなりませんが何卒宜しくお願い申し上げま
す。
会⾧という役職を初めて務めて、これほど皆さま一人一人の力の偉大さ感謝を感

じた年はなかったです。一つの行事が終わるとまた、次の行事の準備が始まり、振
り返る時間がまったくなく時間が過ぎていきましたが残り半分は、こなして行くだ
けではなく、みんなで考え何かを生み出したいと考えていますので、どうか今まで
と変わらずご協力を賜りますようお願い申し上げます。
そして40周年例会では、1人も欠けることなく、さらなる多くのメンバーと共に

最高の笑顔で迎えたいです。このような良い雰囲気を持続して将来もっともっと、強いクラブになっていきた
いです。

今年は4０周年記念例会もあり、クラブ活動として、新しいチャレンジの年になります。楽しいクラブ活動
と、メンバーの方々になるための事に取り組みが出来ればと考えておりますので、皆様、ご協力宜しくお願い
申し上げます。

第一例会(役員会)

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

674,220円
3,400円

677,620円

謹賀新年 第４０代会⾧ 吉川 忠

謹賀新年 次期会⾧ 佐治幹夫



河合久美子内部書記 新しい年を迎え、ウエストクラ
ブも40名体制で創立40周年を迎えられることを喜ばし
く感じています。下半期も吉川会⾧を全力でお支えする
と共に、周年行事を成功に終えられるよう、皆様と共に
楽しみながら関わっていけたらと思っています。
胡内大輔外部書記 あけましておめでとうございます。
昨年は特に様々にお世話になりまして、ありがとうござ
いました。吉川期前半戦では、これまで4年間のワイズ
人生を一気に上回る勉強をさせて頂きました。後半戦は、
再度気を引き締め直して参りたいと思います。本年もど
うぞよろしくお願い致します。
中野かおる会計 入会4年目に入り、三役も仰せつか
ることができ、とても充実したウエストライフを楽しん
でいます。今年は40周年例会の成功のため、みなさんを
巻き込んでいきたいと思います。本年もどうぞよろしく
お願い致します。
林正章直前会⾧
門松に 今年こそはと 幾年月
健康・仕事・遊び・ワイズ。すべてにベストを尽くせま
すよーに。頑張りましょう!!
市橋清太郎40th実行委員⾧ いよいよ40周年記念例
会まで4ヶ月を切ります!一段と気合いを入れて頑張っ
ていく所存です!皆さん、一緒に盛り上がって行きましょ
う!
金澤典子 ４０周年記念例会に向けて、出来る限りお
手伝いしますので、よろしくお願い致します。
角田憲彦 いろんな人の縁を大切にしていきたいと思
います。
塚本勝己 明けましておめでとうございます。
昨年度京都部書記という役職を拝命致しまして、中々ウ
エストクラブの活動に参加できませんでしたが、今年は
参加できる事を楽しみにしています。
４０周年も控え新しいメンバーと共に今年一年楽しんで
行きましょう。
阿部和博連絡主事 今年はオリンピックイヤー! パ
ワー全開で頑張ります!
桂厚子ＥＭＣ委員⾧ 吉川期も半年が過ぎた。何とか
先人のやってこられたことを繋げていきたいと思ってい
る。今は行事に追われて、こなしているだけになってい
るが、最優先で新メンバーの見守りを、居心地の良い場
所を提供できるよう紹介者だけでなく全員でフォローし
て行きたい。それにはメンバー全員私たちの持っている
チーム力を貸してください!
安平知史 ウエストクラブの吉川会⾧期、第24期京都
部の島田部⾧期、共に今期も半分が終え後半戦に突入。
前半戦は両期とも精力的な活動で大いに盛り上がったの
ではないでしょうか?ウエストクラブは5月には40周年
記念例会という大きなイベントが待ち構えています。ま
すます一致団結していきましょう!みなさん!今年もよ
ろしくお願い致します。
牧野万里子 山を登っていくのは、時間もかかるし、
苦しいことも多いです。でも一歩一歩進んで行けば、気

付けば、ずいぶん高いところにいて、視界が大きく広がっ
ているものです。今年も一歩一歩、踏み外すことなく、
上っていこうと思います。この一年間もどうぞよろしく
お願いいたします。
野田泰伸 京都ウエストクラブに入会させていただい
て２５年経ち、いろんな活動に携わってきましたが、ワ
イズの醍醐味はなんといっても交流です。４０周年記念
例会では在京クラブ他、東日本区、西日本区のメンバー、
またＩＢＣ、ＤＢＣ締結クラブの多くのメンバーとも交
流できることを今から楽しみにしています。
高橋壮司 とにかく早く慣れるように頑張ります!
野々口敬祐 あけましておめでとうございます。201
9年は素敵なご縁でウエストクラブの仲間に入れていた
だきました。2020年は何らかの形でお役に立つことが
出来る様努めていきたいと思います。本年もどうぞよろ
しくお願いいたします。
澤田⾧利 2020年令和2年明けましておめでとうござ
います。
今期はウェストクラブ40周年前半では京都部会、ワイズ
デーと沢山ありました。残すは40周年記念例会、微力な
がらもご奉仕させていただきぜひとも成功したいです
個人的にはEMCもうひと踏ん張り頑張ります。
四方秀和ファンド委員⾧ 今年の抱負は、健康にいい
加減だったので徹底的に改善すべく健康診断や生活習慣
も気をつけたいと思います。
島田博司 昨年の今頃は次期部⾧という立場で新しい
年を迎え、不安でしかなかったのですが、今年は部⾧と
いう立場で半年がたち、気持ちの持ちように少し余裕が
生まれております。今一度気を引き締め残り半年、頑張っ
てまいります。皆さまご協力のほどよろしくお願いいた
します。
立山隆一 今年５月５日にウエストクラブ４０周年記
念例会が開催されます。運営委員⾧として市橋実行委員
⾧をバックアップしながら良い記念例会になるように頑
張って行きますのでメンバー皆様のご協力の程よろしく
お願いいたします。今年もよろしくお願いいたします。
中原一晃 昨年・一昨年と養生の年となり、今年こそ
は、と意気込んだとたん足元フラフラ。やり直し。無理
せんとゆっくり皆さんについてゆきます。足でまといに
ならないように。
林茂 充実した一年を送れますように。
藤居一彦 明けましておめでとうございます。
平成から令和に変わり、ウエストクラブもいろいろ有り
ました。島田部⾧を輩出し、京都部会やワイズデーのギ
ネスチャレンジ成功!!メンバーの皆さんも忙しくも有
りましたが、いつの時も思い起こせば、楽しかったです
ね。今年は40周年でまた忙しく、また楽しい事が一つ増
えますね!本年もどうぞよろしくお願いします。
岩本敬子 今年はオリンピックが東京で開催されます。
感動を身近で味わえるなんて最高です子（ね）。
ネズミ年なので、小まめに動きつつ落ち着いた1年に努
めます。本年もよろしくお願い致します。

メンバーの2020新年の抱負



奥田英詔地域奉仕環境委員⾧ 新年あけましておめで
とうございます。今期はCS委員会を担当させていただき
大変やりがいを感じております。今年も、徳義会さんの1
30周年式典はじめ、様々なCS活動をおこなっていく予定
ですので皆様何卒よろしくお願いします。面白いことや
りたいです!
福田英生 今は、ベテラン・中堅・新入会員のバランス
が良いウエストクラブ計41名。このメンバーの中で私は
縁の下の力持ちを目指していこうと思っています。と同
時に利他の心を育てたいと自分に言い聞かせていこうと
思います。ご指導の程、今年もよろしくお願いします。
高田奈波Ｙサ委員⾧ 2019年もおかげさまで充実した
1年になりました!今年もよろしくお願いします!
草野功一40th総務リーダー 昭和５５（1980）年５月
５日にチャーターナイトを行った我がクラブは、本年５
月５日に４０周年を迎えます。吉川会⾧期後半は、チャー
ターメンバー３８名に追付き、追越す勢いの好スタート
を切りました。４０周年 メンバー数４０名に向かって
GｏGｏ!!
安田繁治交流委員⾧ 皆様 あけましておめでとうござ
います、今年もよろしくお願いします今年は40周年記念
例会を始め東西日本区大会や、台湾区大会等々があり交
流としての大役の場を頂きました。本年も交流委員⾧と
して、何かとお役に立ちたいと思います。皆さんのご協
力とご指導を宜しくお願いします。
渡邊昌嗣 1年ってあっという間ですね、今年はクラブ
も40周年、楽しい1年にしていきます。今年もよろしくお
願いします。
森田惠三 昨年8月に税理士法人京都合同会計を離れ相
談役に落ち着きました。天職の税理士業は実に５3年、
「自分ながらよくやってきたな」と自画自賛。目標の100
歳まではあと15年、ワイズの奉仕と3冊目の自分史発刊の
ため体を厭いつつ楽しく余生をおくるつもりです。
加藤秀行 明けましておめでとうございます?今年はな
んといっても40周年を成功する事です。全員で努力奮闘
しましょう。
中川由宇ドライバ―委員⾧ 入会して２年。至らないこ
とが多く、皆様に助けていただきながら、ドライバー委
員⾧として例会 の企画運営に携わらせていただきまし
た。次々に新し いメンバーが入会し、賑わいが増して
嬉しいです。本年もご指導のほどよろしくお願いいたし
ます。
山田麻紀夫 未だ足元覚束ない不束ですが皆様のおか
げ様で大分と安定してきたように感じられます。本年度
も家族ともどもご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い致しま
す。
鈴木けい子 明けましておめでとうございます。私は
今年年女です。楽しい一年となります様、皆様のお力添
えよろしくお願いします。40周年例会が成功しますよう
願っております。
粉川尚子ブリテン委員⾧ 初詣で引いたおみくじが凶で
した。身を引き締めて今年一年も頑張りますので宜しく
お願い致します

スリランカの漁村から～平和を作り出す人々～
今年はＹＷＣＡが保育園建設で開催場所がなく、ＹＭＣ
Ａで行われました。（藤尾主事、山本総主事）スリラン
カ全国漁民連合(nafso)のシニアスタッフのＦプリヤンカ
ラさん。そして指導研修を受けて女性組合の創立したＳ
ワサナさんのお話を聞いた。スリランカ語を英語にそれ
を日本語に翻訳という手順。大津波や内戦の後成年男子
がいなくなった中で、女性が自立していくために、例え
ばお金を出し合い一人が支援を受けて商売を始めるとか、
次の人に順番が回ってくる事業をすすめている。北海道
の80％の土地に多宗教，他民族、多言語による弊害の中
を、ワサナさんのような女性リーダが活動している。
凄いことだと思う。言葉のもどかしさを感じつつ、彼女
の早口の現地語に緊迫感が伝わって来た。
参加者 吉川、河合、牧野、高田、鈴木、桂

楽しくなければワイズではない。12月21日のクリスマ
ス例会は、子どもたちのキャンドルサービスに始まり、
阿部主事のクリスマスメッセージ、萬谷ワイズの厳粛な
入会式、佐治ワイズ扮するサンタから子どもたちへのプ
レゼント、塚本ワイズの司会によるマルバツゲーム・ジャ
ンケンゲーム・子どもの頃の写真当てゲームなど子ども
から大人まで楽しめるアトラクション、島田部⾧のニコ
ニコでのメンバーやその家族・ゲストへのインタビュー
と、盛り上がりっぱなしでした。んなを楽しませ、プレ
ゼントをし、自分自身も楽しむ。楽しいからこそ続けら
れ、仲間が増える。そんなワイズの良さを改めて感じた
一日でした。萬谷ワイズが澤田ワイズの紹介により入会
され、メンバーが39名となりました。入会前から、みや
こふれあいまつりなどでのワイズ活動に積極的に参加さ
れていた萬谷ワイズ。今後の活躍を期待します

2019年の最後の行事である忘年会が12月27日さくら
亭にて行われました。メン23名とZEROの高倉さんも参
加されました。開始前に次期の役員についての会議も開
かれ、たくさんの方に参加いただきました。
ウエストがより良いクラブになるにはどうすればいいか、
真剣に話し合いが行われました。そのあと続々とメンバー
が集結し、焼肉をみんなで楽しくいただきました。また、
胡内外部書記がやっと手元に届いたギネスの認定証を持
参されました。酔っ払ってくしゃくしゃにならないかちょっ
と心配しましたが、いい記念になってよかったです。も
ちろんウエストクラブの分もありますので、また回覧し
ていただければと思います。

11月30日(土) ＹＭＣＡ/ＹＷＣＡ
合同祈祷週プログラムに参加して 桂厚子

12月27日(金) 京都ウエスト忘年会報告
中野かおる

1２月2１日(土) クリスマス例会
ドライバー委員⾧ 中川由宇



㊗角田憲彦君㊗ ＜1１月入会＞
私は株式会社一分 建築不動産を

営んでます。
リフォームから新築はもちろん、
今は特に古い家を新築同様に再生
して販売する事に力を入れており
ます。宜しくお願いします!
㊗高橋壮司君㊗ ＜11月入会＞

１１月２８日に入会させていた
だきました高橋壮司と申します。
出身は福岡県になりまして、京都
に来てからは令和２年で１４年目
となります。高瀬川フーズ株式会
社で執行役員を拝命しております。
仕事内容は木屋町三条にございま

す飲食店の運営となります。趣味は競馬のみではなく読
書・簡単な山歩きなどもあります。これから多くのこと
を学ばせていただきたい所存です。よろしくお願いいた
します。

㊗萬谷寿顯君㊗ ＜12月入会＞
寿電設 萬谷寿顯です。44才エアコン工事をしており

ます。独立して2013年結婚して18年 子供が4人。これ
からも今以上頑張って行きたいので宜しくお願い致しま
す。
趣味は庭の芝生の手入れです。
やっている時は無心になり時
間を忘れます。こう見えて酒、
タバコ、ギャンブルしません!
こんな僕ですけどワイズで出
来ることを見つけて早く皆さ
んに馴染んでいきたいです。

12/５(木)12月 吉川期 役員会議事録 兼通算第864回
司会 河合書記
議事録作成者指名 安田交流委員⾧
前月議事録確認の件（11/26発信） 中川Dｒ委員⾧
＜報告事項＞
1 11/17（日）みやこふれあい祭り報告
焼きそば200食わらび餅150食?完売ゲストの萬谷さんが参加（頑
張って頂きました） 奥田CS委員⾧（書面にて）
2 11/17（日）リトセンオータムフェスタ報告
ジャンボ餃子を焼き完売 メン7名・徳議会より3名参加 玉入れ・
和菓子作りに参加 高田Yサ委員⾧
3 11/27（水）京都トゥービークラブ 部⾧公式訪問 随行報告
奥田ワイズと共に参加 17クラブ部⾧公式訪問が終了し部⾧の顔
が少し寂しそう・・・
各クラブの特徴を参考にし自クラブにも反映していきたい 佐治副
会⾧
4 11/28（木）EMC例会報告
フォーチュンガーデンで開催 35名参加 角田・高田ワイズの入
会式 林茂委員
5 11/30（土）YMCA/YWCA合同祈祷週プログラム報告
スリランカより男女二名が内戦の話をされた ウエスト6名参加
YM/YW合計40名参加 高田Yサ委員⾧
6 12/14（土）みかんファンド・ケーキファンドについて
四方委員⾧に各自メール・ラインにて注文して下さい 河合書記
7 澤田ワイズ紹介 萬谷寿顯さん 入会の件
新しい仲間が増えますので宜しくお願いします（吉川会⾧）
奉仕精神をすごく持っておられる方なので皆様宜しくお願いしま
す(澤田ワイズ） 吉川会⾧・澤田ワイズ
8 12/21（土）クリスマス例会、入会式について
塚本ワイズを中心に楽しい企画を考えているので、こうご期待下
さい ??
9 12/27（金）ウエスト忘年会について
さくら亭 19:00～開催（烏丸仏光寺通り西入る） 佐治副会⾧
10 1/13（月祝）WRM合同新年例会について
ANAクラウンホテルで開催 会費が少し高いので後から協議する
吉川会⾧
11 ギネス公式認定書申込 報告
現在8名認定書申し込みあり（ウエスト） 胡内書記
12 前期会計の締めと後期会費について
前期未納者はなし後期も宜しくお願いします 中野会計
13 ウエストエプロン、ウインドブレーカー、40ｔｈポロシャツ、
SDGｓバッヂ 追加発注の件
いずれも在庫がないので、各品10枚程度注文予定 バッチは別
市橋副会⾧
14 各事業委員会報告
東日本区大会・台湾区大会参加の為に積立て（￥5000円/月）を
開始 会計を角谷ワイズに依頼 クリスマス例会から始める（一
応全員） （安田） 各事業委員⾧
＜協議事項＞
1 WRM合同新年例会の追加参加費（￥1000円/人）は納涼例会
の差額を充当する（全員承認）
＜他クラブ関係＞
1 12/5（木）京都ウイングクラブ 中西康晴ワイズ追悼例会
島田部⾧・牧野ワイズ参加 胡内書記
2 2/15（土）京都エイブルクラブ30周年記念例会
森田・桂・草野ワイズ参加予定 申込12月20日締切 胡内書記
3 2/23（日）京都部チャリティボウリング大会
河原町ラウンドワンで開催 11:00～ 胡内書記
＜ＹＭＣＡ関係＞
1 12/18（水）～20（金）京都YMCAロビーコンサート、キャロ
リングについて

18日ザ・クリスマスソング～なつかしのポップス～
19日女性ボーカルとギターの調べ
20日ハンドベルコンサート 高田Yサ委員⾧
2 3/14（土）～15（日）TheYcup第7回京都ミニバスケットボー
ル大会協力について
協賛金のみ（￥10000円） 高田Yサ委員⾧
＜京都部関係＞
1 京都部キャビネット報告
6日 第6回役員会開催 （現在京都部40名程の入会者）
＜その他＞
1 ウエストクラブ40周年記念事業進捗状況
今回は総務（草野委員⾧）からのチラシの内容の、追加・変更に
ついての提案がありました 市橋実行委員⾧
2 ワイズ将来構想について
森田ワイズ欠席の為 今回はなし 森田将来構想委員⾧
＜役員会議案＞
議案１ 澤田ワイズ紹介 萬谷寿顯さん 12月第二例会にて入会
式を行い、入会日は
1/1とする。配属は地域奉仕・環境委員会とする。承認

1月 Happy Birthday
3日 阿部和博 3日 河合久美子
４日 山本幸二 19日 安平知史
20日 中川由宇 26日 立山隆一
13日 草野敬子 １８日 角田美恵

26日 渡邊英理
1月 Happy Anniversary
13日 岩本敬子・清
15日 市橋清太郎・ちさ
22日 中原一晃・優子

２０２０年２月スケジュール

6日 月 三役会 19:00 京都YMCA

13日 木 オープン役員
(第一例会) 19:00 京都YMCA

27日 土 TOF例会 18:00 京都YMCA

11日 火祝 平安徳義会130
周年式典 10:00 平安徳義会

23日 日 京都部ボウリング 11:00 ラウンドワン

２０２０年１月スケジュール

9日 木 三役会 19:00 京都YMCA
13日 月 WRM新年例会 17:00 ANAクラウン

16日 木 オープン役員
(第一例会) 19:00 京都YMCA

新入会員紹介

紙面の都合によりYMCAニュースは割愛します。


