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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）
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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

今月の聖句
わたしたちは見えるものではなく、見えないものに

目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、

見えないものは永遠に存続するからです。

コリントの信徒への手紙二 第４章１８節
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JWFは、、皆様の厚意によって支えられえています。
個人やクラブの記念に合わせて献金をお願いします。

西野陽一 ＪＷＦ管理委員会(大阪高槻クラブ）

⻄日本区強調月間

今期京都ウエストクラブは40周年の記念すべき年度です。ワイズに入会して18年目になり、25周年以降の周年事
業を経験してきました。今期は同期入会の島田さんが京都部部⻑を務められ、そしてただもっといっしょに遊びたい
だけでワイズに入会させてしまった吉川さんが会⻑を務め、僕も何かせねばというときに記念事業実⾏委員⻑という
大役を頂きました。

京都ウエストでは10年単位の周年に大きな例会を持つ慣習があります。30周年の時は自分にとって初めての自ク
ラブの周年例会でしたが、仕事に追われ、時間の作り方もわからず、当時クラブ書記をこなすだけで精いっぱいで気
持ちに余裕がなかった為、積極的に準備に参加することができませんでした。その例会は会場の定員をオーバーする
ほどの多くのご出席を頂き、天候にも恵まれて大いに盛り上がりましたが、自分は何もやっていないという後ろめた
さで申し訳ない気持ちでいっぱいでした。その反省からその後は以前より前向きにワイズ活動に参加するようになり
ました。この10年間でクラブ会⻑を経験し、台湾でのアジア大会、韓国での国際大会にも参加し、IBCやDBCクラ
ブへの訪問の交流旅⾏などワイズでないとできない経験を多く積んできました。10年前はほとんどいなかったクラ
ブ外の友人も多くできました。このクラブで活動してきて良かったと心より言えます。

育ててくれたクラブの為に、諸先輩方の為に、一人でも多くこのクラブに入会してよかったと思ってもらえるよう
に、また自分自身の為にメンバーみんなが楽しめる記念例会を実現したいです。記念例会だけでなく、現在計画進⾏
中でクラブ設⽴当初から地域奉仕事業でお付き合いのある平安徳義会養護園さん(児童福祉施設)との新たな支援事業
については、時代に合った本当に子どもたちに寄り添える支援になるよう協議を重ねています。来るべき5月5日の
記念例会はコロナウイルスの影響で延期濃厚ですが、いつの開催になろうとも関係なく、後悔のない40周年を迎え
たいと思います。

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

677,620円
0円

677,620円

40周年記念事業に向けて 40周年記念事業実⾏委員⻑ 市橋清太郎



2月11日は平安徳義会さんの130周年記念式典でした。
第一部は来賓のコメントをはじめ、おごそかな式典活
動として開催されました。その中、当クラブからは吉
川会⻑が、これまでのウエストクラブの活動への感謝
として表彰をいただき、また、大変緊張した趣での謝
辞の発言をされていました。私のような会歴の浅い人
間にも、これまでのウエストクラブ先日の皆様が、ど
ういった想いで徳義会様への支援活動をしてきたかが
本当によくわかる瞬間でもあり、今後の活動への励み
となる想いがしました。

第2部は、同支社大学社会福祉学科の空閑先生をお
招きしての講演をいただきました。こういった内容に
不慣れな我々にもわかりやすいように、ワンピースは
じめ、漫画やアニメのネタをちりばめて、大変工夫さ
れて講演いただき、大変勉強になった１日でした。

2020年2月15日（土）京都ホテルオークラにて、17︓
00から京都エイブルクラブ30周年記念例会が⾏われま
した。 まず開会 から、今回の記念講演は、JAXA種子
島宇宙センター や筑波宇宙センターの所⻑を歴任さ
れ、現在は宇宙アカデミーきくやまの代表をされてい

ます、菊山紀彦氏の「国際宇宙ステーションの世紀」
守ろう地球、目指そう宇宙︕でした。 私自身、宇宙の
事に子供のころからとても興味が有りましたので、今
回の講演は非常に楽しみにしていました。 H-2ロケッ
ト打ち上げのご苦労や、無重⼒状態での実験や、宇宙
飛⾏士の訓練の話などとても興味深く、時間の過ぎる
のはアッという間でした。

その後の2部の式典は厳粛に⾏われ、3部の祝宴はと
ても和気あいあいで楽しいもので、お酒も進みました。

ウエストクラブからは25名と多くの出席で、二次会
も盛り上がったのは言うまでもありませんでした︕
皆様、お疲れさまでした︕

三条YMCA地下マナーホールにて、設⽴当初より近
隣の人びととの歩み、歴史の一端を垣間⾒て参りまし
た。所用にて30分程の遅参となりましたが、メインテー
マである地域の方々向けの、特に後期高齢者向けのア
クティビティを体験することができました。筋肉や健、
間接に負担なく体の動かし方を思い出そうというコン
セプトでした。下半身、特に腰から足先にかけてに重
点を置いたとても簡単な運動で椅子にかけたまま出来
るというのがお歳を召していなくてもオフィスワーカー
の方にも気分転換にお勧めです。とにかく正しく『歩
く』ことすら、我が体のことながらではありますが、
忘れてしまっていたのか、と驚きを禁じ得ませんでし
た。歩くの大事、認知症緩和のトレーニングでもあり、
早速に家に持ち帰り家族に伝えてこなしております。
より良く笑顔を絶やさぬよう歳を重ねることを(後期を
もじり)光輝高齢者とも呼ぶそうで、健全な精神は健全
な体に宿かれし、ではないですが、せめても健康を損
なうことなく⽼いと言うものに追われるのではなく、
緩やかに慣れ付き合ってゆっくりおいでとアンチエイ
ジングして⾏くのという心持ちが賢人成り足る一歩目
ではないのでしょうか。未熟ゆえ未だに僕は思い至り
ませんが。

毎週、コマ割で様々なアクティビティをされて居ら
れますが大人気の為、予約制とのこと。一度体験して
みられて損なしかと思われます。

令和２年２月２２日のゾロ目の日、神⼾ワイズメン
ズクラブ創⽴９０周年と神⼾ワイズメネットクラブ創
⽴５５周年記念式典がＡＮＡクラウンプラザホテル神
⼾で開催されました。参加者１６６名で私もメンと共
に出席いたしましたが、懐かしい顔ぶれと若返ってい

2月11日(火)
平安徳義会創⽴１３０周年記念式典

奥田 英詔ＣＳ委員⻑

2月22日(⾦)
京都ＹＭＣＡ創⽴131周年記念集会

山田 麻紀夫

２月15日(土)
京都エイブルクラブ30周年記念例会

藤居 一彦

2月22日(⾦) 神⼾クラブ90周年記念例会
森田 直子メネット



る神⼾クラブに驚きました。
神⼾クラブはＹＭＣＡとのつながりも深く、チェン

マイＹＭＣＡへの奉仕に①図書館・保育所・遊び場を
作る教育開発②水を供給する雨水貯留タンク造りの環
境保全③職業センターや有機農業センターの設置で村
おこし等⻑年にわたりプログラムを続けておられます。

メネットクラブは⼒強く、日本区では国際協会から
認証されている唯一つのメネットクラブです。

メンの妻をメネットとするだけでは無く、職業婦人
や一般の自⽴した⼥性も会員となり、独自の活動を推
進しておられます。

神⼾クラブに若い会員が増えたのも近くに余島のキャ
ンプ場があり、そこで育ったリーダーやまたＹＭＣＡ
の職員がワイズメンズの会員として活動しておられる
ということです。久しぶりに訪れた神⼾クラブは大き
く様変わりしていました。
ウエストクラブが４０周年を迎え、多くの参加を願う
ことをしっかりアピールしてまいりました
出席者 岩本・森田メン・メネット

2月は兼ねてから美食を楽しもうという事で、安平ワ
イズご紹介の藤居ワイズ⾏きつけの成萬さんでテッサ、
テッチリと三昧を堪能させてもらいました。なんと言
うても美味しいテッサに焼きフグにヒレ酒の熱々チリ
チリですね︕（飲まへん人でも美味しい）

それにあそぼ会の面白さは、メンバーの組み合わせ
の妙と言うべき盛り上がりでした。特に歴50年以上の
メンバーと5か月未満のメンバーのすり合わせでした。
異色のワイズ談義（何を聞いたか言ったか忘れました）
がよかった。

3月の企画はコロナウイルスで、大阪食べ歩き、落語
あかん、吉本新喜劇あかん、でながれましたが又ご案
内したいと思います。
参加者:藤居、安平、角田、林茂、森田夫妻、鈴木、桂

8名

2月27日（木）京都YMCA三条本館でTOF例会が開催
されました。

奥田地域奉仕・環境委員⻑より、ゲストスピーカー
の紹介と、今回のTOF例会の内容についての説明がな
されました。香山京都部地域奉仕・環境香事業主査よ
り、京都部地域奉仕事業の報告と各種CS献⾦の趣旨と
使途についての説明をしていただきました。他クラブ
のＣＳ事業、献⾦の意味と使途について、理解を深め
ることができたと思います。

そして、平安徳義会養護園の山下園⻑先生からは徳義
会の現状と生徒さん、職員さんの日常についてのお話
をしていただきました。色々な課題と向き合いながら
も笑顔を忘れず、一生懸命に前へ進んでいこうと頑張っ
ておられる生徒さん、先生さんの姿が、とても身近に
感じられました。今後の支援のあり方を考えるよい機
会にもなったと思います。

その後、林正章４０周年アクト実⾏委員⻑より、徳
義会さんの卒業生を支援する内容のアクトの報告があ
りました。

奥田地域奉仕・環境委員⻑のＣＳ事業に対する熱い
思いが込められた、とても充実した内容のＴＯＦ例会
でした。また今回はコロナウィルスの感染の拡大防止
のため、全員マスクを着用しての開催となりました。
コロナウィルスの拡大が身近なところにも影響を及ぼ
し始めている事をひしひしと感じました。一日も早く
終息することを願います。

※⾏事予定について、コロナウイルスの影響で中止や延期が
相次いでおります。最新の情報はクラブメーリングリスト・
LINEで発信しておりますので、ご注意ください。

２０２０年４月スケジュール

2日 木 三役会 19:00 京都YMCA

9日 木 オープン役員
(第一例会) 19:00 京都YMCA

27 木 第二例会 19:00 東急ホテル

18日 土 筍掘り&BBQ 9︓00 ⻄山竹林

19日 日 リトセン
夜桜フェスタ 中止 リトセン

２０２０年３月スケジュール

5日 木 三役会 19:00 京都YMCA

7〜8日 土日 次期会⻑・主査
研修会 中止 新大阪

コロナホテル

12日 木 オープン役員
(第一例会) 中止 京都YMCA

14日 土 竹林ワーク 10:00 ⻄山竹林

19日 木 第二例会
40thリハーサル 延期 京都国際会館

22日 日 リトセンチャリティー
ゴルフ 中止

2月25日(火) 遊ぼ会 (ふぐの会）
桂 厚子ＥＭＣ委員⻑

2月27日(木) ＴＯＦ例会
牧野 万⾥子



5 2/5、2/7、2/27、2/28 京都ZEROクラブ「健やかに美し
く」 ﾒﾃﾞｨｶﾙｱﾛﾏ講座

2月7日 参加1名。参加は一回でいい。男性OK
＜ＹＭＣＡ関係＞
1 2/21（⾦）京都YMCAチャリティーラン第１回実⾏委員会開
催、実⾏委員選出の件 高田Yサ委員⻑
5月17日 嵐山東公園周辺コース

2 2/22（土）京都YMCA創⽴131周年会員集会について
4名参加予定。動きやすい服装にて高田Yサ委員⻑

3 2/28（⾦）夜桜フェスタ（4/19）第1回実⾏委員会 高田Yサ
委員⻑
4月19日 第一回実⾏委員会

4 3/8（日）2019年度卒業リーダー祝会について
大いに祝いたいと思います 吉川会⻑

5 3/8（日）全国⾞いす駅伝競走大会について 高田Yサ委員⻑
ウエストは特になし

6 3/14（土）〜15（日）The Y cup第7回京都ミニバスケット
ボール大会協⼒について 高田Yサ委員⻑
協賛⾦1万円予定

7 3/22（日）リトセンチャリティーゴルフについて 胡内書記
現状４名参加予定

＜京都部関係＞
1 2/23（日）京都部チャリティーボウリング大会について

18名参加予定 胡内書記
2 京都部キャビネット報告 島田部⻑より
・第3回評議会でワイズデー決算報告 。予備費で使わなかった
31万円の使い道について。ワイズデーは広報が目的。そこで、
5月17日のチャリティーランを同様に盛り上げたいので新聞広
告に使いたい。これまでは鴨川で屋台等色々だったが場所がか
わった。YMCAに渡すのではなくこちらを盛り上げることで、
より大きな効果を期待している。

・部⻑公式訪問がおわった。随⾏の方含め感謝
・19名の入会式︓パレスとグローバル合同。グローバルが一番
大きいクラブとなっている。

・TOF例会 他クラブは服装がなっていないので、正装で出席し
てほしい。香山さんは⾒ている

・グローバル 4名の入会式で、京都部で50名入会 11名退会。
京都部現在552名。退会者が出ないようにしていきたい

・次期会⻑研修 70分講演予定
・ピンクシャツ 京都部全体でアピールしたい
・北フロンティアクラブ 入替が色々あるよう。しっかり訪問し
て、話をしてきたいと考えている。しっかり交流してきたい。

・3月11日 CS懇談会。
・3月22日 リトセンゴルフ︓80名定員。現在30名参加者。非
常に寂しいので2組は出したい。

・この次期Yサー企画が多いので、できるだけ皆さんで協⼒して、
委員⻑任せにしないで参加するようにしてください

＜その他＞
1 ウエストクラブ40周年記念事業進捗状況 市橋実⾏委員⻑
・献⾦EF,JWF 各5万づつをお願いしたい。40周年資⾦より出
す。

・竹林整備事業の報告 別紙（竹林整備事業開始後10年の報告
と今後の方針 2020.2.9）参照

→やるなら例会活動の一つとしてやるといったことも考えるべき
では

→場所と時間が参加しにくい。午後からといったことはどうか︖
◇竹林所有者︓（加藤ワイズより）自分が死んてしまったら、そ
れから先は貸せないと言っていた

◇竹の学校 NPO.を本気で作っている。料亭で出すレベル。ウ
エストとは一緒に出来ない

2 ワイズ将来構想について 森田将来構想委員⻑
1月13日委員会。2月1日に、東日本区がチャレンジシンポジウム
２０２０というのをひらいた。約100名が参加。3月に⻄日本で
もという話が合った。10人テーブルでディスカッション。

→クリスチャンシー ︓東はクリスチャンが多い
→ワイズの法人化についての話もあった。
→40周年のPRでチラシを渡した。
→大野勉さん 3月8日委員会でもお祝いする。

＜役員会議案＞
議案１ 3/26（木）3月第二例会(京都国際会館)の日程を、3/19
(木)に変更する。 承認

議案2 4/11（土）竹林ワークの日程を、4/18（土）に変更する。
承認

＜総会議案＞
議案１ 第40期吉川期会計中間報告について 承認

２月吉川期役員会（兼通算第86８回第一例会） 議事録
日時:2020/２/1３(木) 三条ＹＭＣＡ 司会︓河合書記
議議事録作成者指名 奥田CS委員⻑
前月議事録確認の件（2/12発信）四方ファンド委員⻑
＜報告事項＞
1 1/16（木）京都センチュリークラブ公式訪問報告 岩本Yサ委
員

最後の部⻑公式訪問。新春初笑いセンチュリー寄席。桂雀太さん
の、夢をテーマにした落語。ハートンホテル京都にて⾏われた。

2 2/2（日）京都部評議会開催報告 吉川会⻑
・京都部次々期部⻑ 石倉尚（キャピタルクラブ）さん承認
・京都部部会の決算承認
・もっともっと人をふやしていきたい
3 牧野ワイズ 京都部評議会にて次期国際・交流事業主査に承認
の件 吉川会⻑

・上記内容が承認されました
4 2/4（火）京都キャピタルクラブTOF例会報告 奥田CS委員⻑
・例会設えとして、①香山事業主査によるTOF及び献⾦について、
及び、CS事業についての解説がありました。また、②PR委員⻑
によるワイズデーの振り返りがなされて、あの日の興奮と感動が
よみがえるしつらえとなっていました。

5 2/11(火祝)平安徳義会創⽴130周年記念式典報告 吉川会⻑
・ウエストクラブを表彰いただいた。・2部の講演会がよかった。
ワンピースを使ったりして工夫していた

6 2/15（日）京都部使用済み切手収集締切について 四方ファン
ド委員⻑

・使用済み切手回収
7 2月(25日)・3月(28日)あそぼ会について桂EMC委員⻑

2月ふぐ。3月大阪 串カツ食べる
8 2/26（水）ピンクシャツデーについて 河合書記

ピンクシャツでーは、カナダの学生2人からはじまった、いじめ
撲滅を目指しておこった運動。ピンクのシャツをきていた子がい
じめられたのを⾒たのがきっかけ。いじめについて考える日とす
る。

9 2/27（木）TOF例会について 中川Dｒ/奥田CS委員⻑
・TOF設えのゲストスピーカーとして、香山主査と徳義会山下園
⻑をお呼びしする。・懇親会は、うしのほねという店の予定

10 3/7〜8（土日）次期会⻑・主査研修会について（大阪コロナ
ホテル）佐治次期会⻑
次期に向けた動き。いよいよ始まったという感想をもちました

11 3/14（土）竹林ワークについて、4/11（土）竹林ワーク日
程変更について 奥田CS委員⻑

・3月14日 準備ワーク。・4月11日 委員⻑のスケジュールミ
スによる日程変更依頼（議案へ）

12 3/15（日）各種献⾦締切について（CS・TOF・RBM・YES・
FF・BF・Yｻ）中野会計
40人×頭数で考えたい。⻄日本の表彰が CS＠１０００ TOF
＠１０００ RBM＠８００ イエス（ワイズエクステンション）
献⾦ ＠500ff＠＠800 BF＠１０００ ワイサー事業＠２０
００。3月15日までに⻄日本区へ振込させてもらいたい

13 2019-2020地域奉仕・環境事業献⾦及びアンケート結果に
ついて 奥田CS委員⻑

所感︓たくさんの種類やられているクラブと少ないクラブがある
14 たんかんファンドについて、その他ファンド売上報告 四方
ファンド委員⻑

・たんかん︓ 2月5日決定 売上87400円 2月23日受取。渡し
場所は桂さんの会社。支払いがたまっているので、ファンドから
の請求をお願いしたい。

15 東日本区大会・台湾区大会参加について 安田交流委員⻑
今日あたりに台湾に⾏くか、北海道⾏くかについて回答欲しい。
登録締切︓北海道4月20日 台湾未定

（参考）費用 台湾79000円 北海道82000円
16 ベルマーク回収について 鈴木メネット連絡員
・3月の次の例会までにベルマークください。
・京都部で報告予定。メネット支援⾦・・・ウエストは御支払い
済み（１３００0円2月15日 事業通信№８）（岩本主査より）

17 国際投票結果の件（神⼾ポートクラブ大野勉ワイズが国際議
員に当選）吉川会⻑

上記文章一読
18 上半期事業報告書提出について 胡内書記
一人だけ未提出。若干の修正依頼可能性あり
19 各事業委員会報告
会計より︓SDGSバッジ在庫23個あり。＠1000
＜協議事項＞
1 3/26(木)3月第二例会（京都国際会館）の日程変更について
市橋40th実⾏委員⻑より会場の予約の都合で3/19(木)に変更要
請があった。特に異論がないため議案へ

＜他クラブ関係＞胡内書記
1 2/15（土）京都エイブルクラブ30周年記念例会 17:00〜京
都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ4階

ウエスト24名参加。本日集⾦。登録は1000０円だが、交流とし
て5000円補助のため5000円 胡内書記

2 2/20（木）京都センチュリークラブ2月メネット例会 19︓
00〜ﾎﾃﾙﾓﾝﾄﾚ京都

現状参加予定1名
3 2/22（土）神⼾クラブ90周年記念例会 14︓00〜ANAｸﾗｳﾝﾌﾟ
ﾗｻﾞﾎﾃﾙ神⼾

現在3名予定
4 2/22（土）Clark ARKワイズメンズクラブチャーターナイト
フィリピン現地で⾏われる。現状参加予定は０名

３月 Happy barthday
1日 安田繁治 1日 福田仁美
8日 岩本敬子 2日 中原優子

9日 角谷多喜治 13日 中川裕子
22日 市橋清太郎 15日 森田直子

25日 森田恵三
３月 Happy Anniversary

14日 林 正章・芳美


