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今月の聖句
互いに愛し合いなさい。

これがわたしの命令である。
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豪雨震災募⾦

第二例会(40thリハ)

YMCAサービス・ASF

ＹＭＣＡとの協働は自ら積極的に参加することです。

お互いに理解しあい目標を共有しましょう。

荒川恭次Ｙサ・ユース事業主任

⻄日本区強調月間

桜も咲き、少しずつ暖かくなって、さぁ今年度も頑張るぞ︕と意気込みたい時に、
コロナウイルスでうんざりしますね。皆様の健康と、早くコロナがおさまることを祈
るばかりです。

コロナウイルスによりYMCAの⾏事も中止、延期が続いております。私自身楽しみ
にしていた⾏事も多く、新入会員の方も増え、是非YMCAの⾏事に参加して楽しさを
味わっていただきたかったところでしたので、仕方のない事ですが残念です。

4月に予定していたＹサ例会では、委員の皆様と話し合って、改めてYMCAについて
知ろう︕ということで、京都YMCAの阿部連絡主事に講演をお願いしておりました。
私自身も委員⻑をつとめさせていただいてから9ヶ月が経ちますが、まだまだわからな
いこと、知らないことが多いです。新入会員の方にも、ワイズメンズクラブと深く関
わりのあるYMCAについて、より深く知っていただきたいと思っております。当初4月
の予定でしたが、Ｙサ例会の振替日程は5月28日(木)の予定です。

あらゆる面で予定していたことが中止、延期と続き、お仕事にも影響がでている方
も多いと思います。ストレスも溜

まってしまうと思いますが、皆様どうかお身体には本当にお気を
つけくださいませ。こんな状況なので、まだまだ先のことは読め
ませんが、皆様の元気なお顔を⾒れる日を楽しみにしております︕

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

YMCAサービス・ユース事業について Yサ・ユース事業委員⻑ 髙田奈波

新型コロナウイルス拡散防止の為、
中止

お知らせ
3月12日(木)第一例会兼役員会、3月19日(木)第二例
会(40thリハーサル例会は新型コロナウイルスの影響
で中止になりました。今月号は紙面の内容を変更して
お届けしています。



3月20日に竹林ワークが開催されました。元々は前
の週に予定していたのですが、雨で順延となりこの日
となりました。世間が疫病の話題で渦巻く中でしたの
で、少人数、短時間での開催でした。それでも会⻑は
じめ、クラブの皆様が竹林整備に集まってくださった
ため、間伐作業と草刈といった形で、予定通りワーク
をすすめることができました。

この日、吉川会⻑が御子息お二人を連れてきておら
れました。実に子供らしく、活き活きとした姿でお子
さんたちは、元気にタケノコを探して動き回っていま
したが、その姿を⾒ていると、本当に心強い気持ちに
なってこちらも元気になってきました。全く子どもと
いうのは天からの贈り物であり、『希望』なのだとあ
らためて勇気が湧いてくる想いでした。そんな中、心
に溢れてくるのは「疫病なんかに負けるな︕」「ウイ
ルスなんかに負けないぞ︕」そんな言葉でした。

気が付くと、久しぶりのワイズ活動になりました。
何もかがキャンセル、延期という中、⼾外で⾏うこの
竹林は、せめてもの活動の場としての意義があったこ
とに新鮮な気持ちのした一日でした。

日に日に新型コロナウイルスの影響が深刻さを増す中、
ワイズ活動以外でもメンバー個人か経営されている会社
などに多種多様な影響が出ていることと思われます。メ
ンバーの現在の状況について頂いた寄稿特集を掲載しま
す。(主にそれぞれの事業について執筆頂いている方は業
種・業態を、ワイズや個人についての方にはワイズの約
書記を記しています)

不動産業 岩本敬子
ワイズの例会が中止、周年事業が延期という事態にな

るとは、誰も予測できなかったことと思います。それこ
そ想定外の出来事がおきました。

当社は、2008年のリーマンショックの際は大打撃でし
た。その際に、事業内容等の変更と業務縮小に努めまし
た。その経験があって、すぐに影響が出ることはありま
せんが、⻑期化となれば収入（売上）減が起きるかと思
います。

現在私が心掛けていることは、外出の際はマスクを着
用、戻ったらうがい・手洗い、体温も計るようになりま
した。そして睡眠をとることです。将来的にも別のウィ
ルスが発生すると思われます。1日の⾏動経路をメモって
おく事も大事ですね。皆さんと早くお会いしたいです︕

婚礼衣装製造卸 安平知史
コロナウィルス感染によるブライダル業界の影響は非

常に大きく、先日の志村けんさんがお亡くなりになった
件で更にコロウィルス感染の危機感に拍⾞がかかり、結
婚式の延期が多発。業界でも繁忙期のジューンブライド
までの4月、5月、6月の結婚式の延期やキャンセルによ
る大きな減益減収も余儀なくされている状態です。今後、
式場やブライダル専門業者の休業も発生することでしょ
う。

弊社においても、こんなコロナ感染の自粛ムードが高
まる中、お得意先の式場やブライダル貸衣装店へ、これ
までのように、営業ができない状況で、4月以降の商談は
白紙。通常開催している5月の展示会開催も怪しくなって
まいりました。ブライダル業界においては、深刻な問題
となっております。

早くコロナウィルスの終息を祈るばかりです。
対策は弊社はメーカーですので製造の減産と各種のコロ
ナ対策助成を取り入れ何とか乗り切ろうって感じです。
みなさん︕こんな状況にめげずに頑張っていきましょう︕︕

弁護士 中川由宇
事務所も裁判所も概ね通常どおり機能しており、受任

している業務の処理に特段の支障は生じていません（電
話会議・テレビ会議を増やしたり、マスク着用や小まめ
な消毒を心がけたりはしていますが、その程度です）。
ただ、高齢者施設や病院への出張相談・面談が難しくなっ
ており、電話では十分な対応ができないこともあります
ので、この点をどうするかが問題になっています。また、
多数の方にお越しいただくセミナー等の開催も難しくなっ
ており、オンラインで⾏うこととするかなどが検討課題
です。

不動産賃料の減額請求や未払いのトラブルに関する相
談が増えています。今後は、雇用調整や事業再生・債務
整理に絡む相談が増える可能性がありますが、引き続き、
ご相談に来られた方の⽴場に⽴って、適切なご助言・ご
対応ができるよう心がけていきます。
ワイズの皆さんがどのようなご状況なのか、大変心配し
ております。

３月２０日(土)
⻄山竹林整備ワーク

奥田英詔 地域奉仕環境委員⻑

緊急企画
私(我が社)における

新型コロナウイルスの影響・対応について
＜ 京都ウエストメンバーによる寄稿特集＞



測量・ITサービス 林茂
4月5日現在ですが、仕事においての影響はそんなにあ

りません。しかし、リーマンショックの時、世間が騒ぎ出
し周りの人が「仕事が無い」とか「減ってきて困っている」
という話を沢山聞きだした頃は、そんなに影響もなく、忙
しかったのですが、どれくらい経過した頃からか、正確に
は忘れましたが、確か半年から1年位経って世間同様に、
仕事が減り大変な時期が、何年か続いたことを思いだしま
した。今は大丈夫ですが、もう少し日が経てば、前回と同
じ様にならないか心配しております。

今は忙しいので、素早く処理することを心がけ、日々仕
事と免疫⼒アップのためもありウエイトトレーニングに勤
しんでおります。

世の中の空気、雰囲気が暗く、うっとおしい雰囲気なの
で、早く戻ることを期待しております。

コロナウイルスの対策としては、連日報道されているよ
うに、なるべく外出せず、自宅にこもってることが一番だ
とは思います。が、完全には無理ですね。

京都部部⻑ 島田博司
2月23日の京都部CSチャリティボウリングが中止になっ

て以来今日まで、予定していたほとんどの京都部の事業が
中止になっています。後半期に入り、さまざまな事業に対
して、今期の集大成と位置づけ、担当主査さんには委員会
や事前打ち合わせに時間を取っていただいた訳で、何もか
もが「中止」という言葉で片付けられない葛藤がありまし
た。ですが考えてみれば、4ヶ月早くこの新型コロナウイ
ルスの感染拡大が早ければ、ワイズデー2019は開催でき
なかったわけで、お⾦も労⼒もたくさんの時間をかけて準
備した事業を無事に⾏えたことに対して、改めて感謝とい
う気持ちでいっぱいです。

次期の部⻑をはじめ、役員や会⻑の皆様はこの先の⾒え
ない状況に対して、不安しかないと思いますが、今は状況
を⾒据え、自クラブのメンバー、京都部のメンバーを信頼
して、次期に向けて今出来ることをやるしかないと思って
います。

そんな想いを自分にも言い聞かせ、この国難を乗り越え
たいと思っています。

税理士法人相談役 森田惠三
昨年8月から事務所の相談役に就いた私には、コロナ感

染の影響はマスコミ情報にて知る限りですが、昨日事務所
に⽴ち寄ったところでは、コロナ対応はマスク・手洗い・
うがい、狭い会議室での集会は取りやめといった戦術ある
のみとか。関与先の皆さんの中には経営危機的な状況に融
資希望もでていると聞き及びました。今こそ事務所経営理
念の第1項「私たちは、広く企業及びその関係者の健全性
防衛と成⻑繁栄に資するため、常に自利利他の実践をもっ
て奉仕する」を正しく、そして強くの信念をもってことに
あたるように願うとのメッセージを残してきました。

個人的には何もかもコロナキャンセルで毎日が日曜日。
買い物がてらのウオーキングで健康に気を配りながら、5
0年間にわたるワイズの奉仕活動から産まれた膨大な遺物

に埋もれて、一つ一つ、一枚一枚に思い出を甦らせながら
の大整理に挑んでいます。いずれ一部屋をワイズ展示室と
して、ウエストの皆さんにご覧いただける機会があればなぁ
〜と夢⾒ています。コロナ感染終息の一日も早からんこと
を心から祈っています。

不動産仲介業 塚本勝己
皆様お元気ですか︖
こんなに皆様と会ってないのは過去にあったかな︖

始めは経済が止まるので、死者数も少ない感染病、気にせ
ず⾏動したらいいんだと思っていましたが、この報道を受
け、自粛モードに入り、外に出ていかなくなり、外出てる
人、マスクをしてない人を避けたりして、子供にも塾を⾏
かない様に注意したり、でも会社は営業したり自分でも何
が正しいかわかりません。皆様はどの様に感じ経験してい
るかわかりませんが、私の会社では飲食のテナントさんの
家賃が遅れ始め、留学生が来日できず、家賃を下げて下さ
いと入居者から悲痛なご連絡があります。これが実態です・・・・
笑顔で会える日を楽しみにしています。

コピーサービス業 福田英生
ウエストの皆さん、いかがお過ごしですか。私は人の集

まる場所にはマスクをつけ、外出後の手洗いうがいなど、
最近ようやく出来る様になりました。
これは、誰もが思うことでしょうが、安全第一を何よりも
優先して⾏動しています。今は、エアータッチで握手をし
ましょう。

志村けんさんが亡くなられてからは、危機スイッチが入っ
た方は、私一人ではないと思います。今かわす挨拶は、決
まって「お気を付けください。」です。令和に入ってまも
なくコロナウイルスが発生するなんて、人災ではあります
が、私はふとノストラダムスの大予言を彷彿している昨今
です。

一人ひとりが今までの生き方を変え、原点に戻って⾒直
してゆかなければならない傾向になっているのではないか
と、日々思考を巡らしています。
ある意味、今までの生活習慣を、反転させる。つまり我慢
と冷静な対応を、収束するまで続けていくしかないと思っ
ています。 神様の光あれ!

40周年事業総務リーダー 草野功一
新型コロナＶ.禍を転じ福と為す

９か月後に開催できた場合の40th記念例会には、当初
日開催を上回る利点があります。まずは、竹林整備事業の
活動報告のほか、方向性が明示できます。また、平安徳義
会アクトの内容とともに、その成果を報告できる可能性が
あります。何よりも、ニューフェースを含むメンバーの総
意を反映したイベントを披露することができます。不要不
急の外出や三閉の会合・⾏事規制等の状況の下に、現・次
期会⻑や実⾏委員⻑諸氏による、当分の間はＩＴネットワー
クを活用したリーダーシップとメンバーの理解・協⼒によっ
て、新型コロナＶ.被害の影響を克服し、クラブワイズダ
ムを継続、推進しましょう︕



生保代理店 牧野万⾥子
東京都内を中心に、新型コロナウィルスの感染が拡大

する中、東京オリンピックの開催の延期が発表され、ウ
エストクラブも４０周年記念例会の延期という苦渋の決
断をせざるおえない事態となりました。仕事には目下の
ところでは差ほどの影響はありませんが、企業の業績の
悪化、世帯の収入の減少などにより、近いうちに影響を
受けるけることが危惧されます。今までに経験したこと
のない不測の事態、これからどうなるのか、何をすれば
いいのか、不安な気持ちで一杯です。メディアでのネガ
ティブな情報に気分も滅入りがちです。正直、今は具体
的な対策案はありませんが、笑顔と感謝の気持ちを忘れ
ずに、自ら免疫⼒を高める生活を心がけ、「今ここ」で
やるべきことをしっかりとやり切ろうと思っております。

建築業 安田繁治
私どもの仕事は工務店業務をしておりますが、やはり

同業者の話をきていると、設備関係の商品が現場に納品
されず、施主様に大変ご迷惑を掛けていると言う事を耳
にしています。特にユニットバス・洋便器のウオシュレッ
トの部品が中国生産のため供給できず、現場納期がメー
カーから返事がない状態です。又造作部材にしても建具
枠はあるが、建具が納品日が未定といった状況です。幸
いこの時期弊社は設備絡みの工事及び修繕はしていなかっ
たので助かっています。

機械・工具・設備販売 奥田英詔
皆様お元気でしょうか︖お互いこの騒動が終わるまで、

健康を維持して乗り越えていきましょう︕
しかし・・・生きている間にこんな日が来るとは思って
いませんでした。当社も3月に入り仕事の上でも影響が⾒
えだしました。リーマンショックの時は、当社7割減でし
たが、今回はそれ以上の雰囲気があります。文字通りい
よいよウイルスとの戦争です。

しかし︕ 兵法には、『戦う前に勝敗は決定している』
とあります。どれだけ準備しているかが勝敗を決めると
いうことです。 当社もその準備のため、社内にコロナウ
イルス対策委員会を⽴ち上げました。ワイズでの経験を
もとに、社内に委員会を作ったことが今回生きました。
また、その活動を通じて、初めてBCP（事業継続計画）
も作成しました。勝利に必要な手を打ち、必ず生き残り
たいと思います︕そして、皆さんと笑顔で40周年を祝え
る日を迎えましょう︕

古美術商 吉川忠(クラブ会⻑)
私の仕事のコロナウイルスの影響は、お茶会の中止や

オークションの中止など、じわじわと波及してきました
が一番怖いのは、このウイルスのせいで、経済が止まり
景気が悪くなり国⺠全体の購買意欲や様々な欲がなくな
り、心までが弱まり、余計に景気が悪くなる事です。

皆様必ず終息はしますのでその日まで、ちからを合わ
せて頑張りましょう。

不動産業 中野かおる
みなさんとお会いすることができなくなって１ヶ月以

上になります。お元気でお過ごしでしょうか。
仕事は今のところ、いつも通りです。夜の会合が全く

なくなると、それはそれで時間が有意義に使えます。読
みたかった本を読んだり、マスクの手作りをしたり、断
捨離などなど。生活を⾒つめ直す時間と思って、せめて
心だけは貧しくならないように。
またみなさんとお会いできるのを楽しみにしております。

社交ダンススタジオ経営 ⾦澤典子
２月・３月は休まれる生徒さんも有りましたが、まだ

何とか大丈夫でした。でも４月は激減です。団体レッス
ンは８割・個人は４割減です。パーティーも続々中止や
延期など。スタジオ維持に大変ですが、逆に新しい事に
も取り組んでいます。違うダンスを練習して、新しいク
ラスを考えたり、衣装小物やダンスマスク作って販売と
か。。皆様も元気で頑張って下さいね。

電子機器製造販売 粉川尚子
コロナウイルス感染拡大による事業への影響ですが、

観光業や飲食業のような人が必ず動かないと成り⽴たな
い業種と違い、正直なところ3月末くらいまではさほど大
きな影響はありませんでした。

ただ、部品等サプライチェーンに問題が生じるであろ
うとある程度予測をしていたことが、4月に入り、少し形
を⾒せ始めており、今後徐々に売上に悪影響をもたらす
ことと考えています。

また、4月7日に7都府県に緊急事態宣言が発出されて
からは、当該地域にあるお客様との往来がかなり延期、
中止となりました。Web会議等で打ち合わせはできるも
のの、装置の⽴ち会い、納品等が軒並み後ろ倒しとなり、
当然売上に大きな影響が生じます。刻一刻と変わる状況
を⾒据えながら、テレワーク、時差通勤、自動⾞通勤、
交替勤務、有休取得…様々な創造的工夫をこらして、頑
張っています。

私自身は、一週間から10日程度の滞在にて、京都と東
京を⾏き来し、往来の回数を減らしています。今後はさ
らに…自動⾞で⾏き来しようか考え中です。

皆様、ご自愛ください。事態が落ち着き、お会いでき
るときを心待ちにしております。

看板・店舗デザイン 林正章
1月の報道から始まり2月の時点でイベント関係の仕事

はほぼあきらめていましたが、案の定すべてがキャンセ
ルになりました。工事関係も部品の供給が止まるなどで
進まなくなりました。店舗関係のクライアントが多いの
で現状は必要最低限の仕事になります。今までは電⾞移
動で他府県の⾏政関係との打ち合わせをしていましたが
⾞移動に変えています。年内に収束していれば良いので
すが、今後の景気の減退は否めないでしょう。
早く良いニュースが聞きたいものです。



３月吉川期役員会（メーリングリストにて開催） 議事録
日時:2020/3/12(木)配信 司会︓河合書記 議議事録作成 河合書記 前月議事録確認の件（3/12発信）奥田CS委員⻑

＜報告事項＞
1 2/15（土）京都エイブルクラブ30周年記念例会報告 中川DR委員⻑

宇治市⻑やエイブルクラブの支援する福祉法人の施設⻑等をご来賓にお招きし、盛大に⾏われました。ウエストからは30名以上が参加
し40周年記念例会のアピールをしてきました。

2 2/20（木）京都センチュリークラブメネット例会報告 岩本Yサ委員
参加者24名。講師は、京都えほん館の花田睦子さん。5〜6冊の絵本を読み聞かせいただき、心が和んだ時間でした。京都部では唯一、
メネットによるメネット例会を開催継続されています。

3 2/22（土）神⼾クラブ90周年記念例会報告 森田将来構想委員⻑
ANAクラウンプラザ神⼾ににて開催され、ウエストからは岩本・森田メン、メネットの3名が出席しました。さすが歴史を誇るスマー
トな感がする記念例会でした。森田メネットが参加記をバンブー3月号に寄稿していますのでご参照下さい。

4 2/22（土）京都YMCA創⽴131周年会員集会報告 山田EMC委員
三条YMCA地下マナホールにて開催され、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アクティビティを体験することができました。筋肉や腱、関節に負担なく
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心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。
全体で20名出席、ウエストから4名出席（吉川、山田、阿部、河合）。

5 2/23（日）京都部チャリティーボウリング大会 中止報告 奥田CS委員⻑
残念ですが、徳義会さんも仕方ないと仰っておられました。
6 2/25（火）2月あそぼ会開催報告、3/28（土）3月あそぼ会中止について
・2/25 成萬さんで安くて美味しいフグ料理を楽しみました。集まったメンバーは重鎮から初々しいメンバーまで、年齢層もバラバラ
だったのに、盛り上がって中々のワイズ談義になりました。 参加者︓藤居、安平、角田、森田、森田メネ、鈴木、林茂、桂

・3/28 大阪センテニアルクラブのお誘いに、島田部⻑の後押しで、桂吉弥さんの落語を聴いて大阪難波で、美食の食べ歩きをする筈
でした。15人程の参加予定だったのですが、止む無く中止となりました。 桂EMC委員⻑

7 2/27（木）TOF例会報告 奥田CS委員⻑
香山主事及び平安徳義会山下園⻑のお二人にゲストスピーカーとして講演をいただきました。大変内容も素晴らしく、勉強になったか
と思います。
CS設えとして、やりたいことをやらせていただきました。皆様ありがとうございました。

8 3/8（日）2019年度卒業リーダー祝会報告 吉川会⻑
三条YMCAのロビーにて、卒業リーダー13人と、12クラブの会⻑他ワイズメン数人とYMCAの関係者を合わせて100人弱の人達で盛大に
⾏われました。リーダー達は、しっかりとスピーチを⾏い、さすがにそこら辺の大学生とは違う印象を受けました。彼らは全員ワイズ
メンの方々に御礼を述べておられました。

9 3/7〜8（土日）次期会⻑・主査研修会 中止について（大阪コロナホテル）佐治次期会⻑
コロナホテルでの会⻑・主査研修会は中止になりました。8日に京都部のみでキャンパスプラザにて13時〜16時まで⾏われ、遅参とな
りましたが、会⻑の自己紹介が⾏われました。又、各委員会の懇親会は、少しでも多くの参加者を募りたいとの中村部⻑の意向で、次
期はYMCAで⾏う予定なので、メンバーの皆様も参加できる方はお願い致します。

10 3/14（土）竹林ワーク、4/18（土）竹林ワークについて 奥田CS委員⻑
昨年以来になりますので、掃除、整備のために、3月14日は最小ですがワークを予定しています。問題は4月なのですが、開催する・
しない含め、ゲストを呼ぶ・呼ばないで大変悩んでいます。とりあえず3月もう少し様子を⾒ていくしかないかと思います。どこかで三
役の皆様へ御相談させていただきます。
→3/14（土）雨天のため、3/20（⾦祝）AM10:00〜に延期となりました。

11 3/15（日）→4/15（水）各種献⾦締切について（CS・TOF・RBM・YES・FF・BF・Yｻ） 中野会計
3月9日に、全ての献⾦は振込済みです。40人分としています。内訳は、Yサ8万、CS4万、TOF4万、FF3万2,000、BF4万、YES2万、
RBM3万2,000です。ありがとうございました。

12 3/19（木）40周年リハーサル例会 延期について 市橋副会⻑
コロナウイルスの影響で政府要請の不要不急の会合を避ける為、延期することにします。三役で了承頂いておりますので、議案にて採
決をお願いします。

13 4/23（木）Yサ例会について 高田Yサ委員⻑
新入会員の方も増えたので、改めて、YMCAを知ろう︕ということで、阿部連絡主事に講演を依頼しております。

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
注文合計24ケースを注文頂きましてありがとうございました。腐りが多くご迷惑おかけしました。請求はまた取りまとめて⾏います。
よろしくお願い致します。

15 ベルマーク回収について 岩本Yサ委員
先月の役員会でも多くのベルマーク回収に協⼒いただきました。今月に入ってからも頂戴しております。⻄日本区メネット事業大野主任
に28日にお渡しする予定です。

16 東日本区大会・台湾区大会参加について 安田交流委員⻑
現時点で東日本区大会参加者 メン13名＋保留2名、メネット2名。台湾区大会参加者3名。今般のコロナウィルスで、この先、大会開
催の状況を模索中。

17 6/13（土）⻄日本区大会登録について 胡内書記（河合）
6/12（⾦）前夜祭（琵琶湖汽船）、6/13（土）講演会・大会（びわ湖ホール）と懇親会（琵琶湖ホテル）、6/14（日）エクスカー
ションの予定となっています。別紙配信済みの案内をご覧下さい。大会の参加登録については、当初、第一次申込締切が3/31でしたが、
4/30まで延⻑されました（第二次申込は5/20）。4月例会案内時に併せて大会の出欠確認をさせていただきますので、多数のご参加を
お願いいたします。

18 2020インターナショナルユースコンボケーション（IYC）募集の件（3/31締切）河合書記
8/10〜16までの7日間、デンマーク・オーデンセにおいて開催予定、約100名の若者が世界中から集い、交流を深めます。8/1現在1
8〜39歳の方で、⻄日本区から4名程度の募集。希望者はクラブからの推薦が必要につき、お申出下さい。3/31締切。

19 ⻄日本区次年度ロースター校正について 河合書記
次年度ロースター発⾏に関し、全体メールとラインで訂正原稿を配信しています。
各自ご確認の上、訂正のある方は3/31までに河合まで連絡をお願いいたします。

20 ⻄日本区より奈良傳賞 推薦のお願い 河合書記
⻄日本区より、今年度の奈良傳賞受賞者に相応しいワイズメンの推薦依頼の案内が届いています。資料別途配信していますのでご確認
下さい。

21 下半期事業報告書提出について 胡内書記（河合）
各委員⻑様に先日、上半期分を提出いただきましたが、下半期分（2020年1月〜現在）の事業報告を3月中に胡内外部書記まで提出願
います。



＜協議事項＞なし
＜他クラブ関係＞
1 4/26（日）京都洛中クラブ 日本の文化観光例会 日本三景天橋⽴ 元伊勢籠神社 伊根への旅（4/15締切）胡内書記（河合）

別紙配信済、希望者は胡内書記まで。
2 4/25（土）高島クラブ設⽴記念報告会、5/23（土）チャーターナイト

別紙配信済、希望者は胡内書記まで。 胡内書記（河合）

＜ＹＭＣＡ関係＞
1 3/8（日）全国⾞いす駅伝競走大会 中止について

新型コロナウィルスにより、開催中止になりました。 高田Yサ委員⻑
2 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 中止について

新型コロナウィルスにより、開催中止になりました。協賛⾦の返⾦・寄付については拠出を⾏う方向で検討中。高田Yサ委員⻑
3 3/22（日）リトセンチャリティーゴルフ 中止について 胡内書記（河合）

新型コロナウィルスにより、開催中止なりました。「YMCAリトセン支援⾦」が募集され、拠出については⾏う方向で検討中。
4 4/13(月)YYYフォーラムについて 高田Yサ委員⻑

今年で100周年を迎えるYMCAのキャンプ事業を祈念し、「あながた思う子供たちが輝くキャンプって︖」というテーマで開催されます。19
時〜21時 京都YMCA三条本館マナホールにて。

5 4/19（日）夜桜フェスタについて 高田Yサ委員⻑
今年はチゲ鍋の出店を決定致しましたが、新型コロナウィルスにより、開催・不開催は3月中旬〜下旬に判断されるようです。→中止と決定さ
れました。

6 5/17（日）チャリティーラン 中止もしくは延期について 高田Yサ委員⻑
5/17（日）には開催しない、ということが決定致しました。2020年度（2020年4月から2021年3月）開催の有無、開催の場合の日程につい
ては決定次第、ご案内されます。

＜京都部関係＞
1 京都部キャビネット報告

ウエストMLで流れているように、新型コロナウィルスの影響でたくさんの部事業が中止、延期、縮小となっています︕このような事態になっ
て非常に残念ですが、今一度自分自身の体調管理に気を付けていただきたいと思います。 島田京都部部⻑

＜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

コロナウイルスの影響で多くのクラブで例会やクラブ⾏事を自粛されている中、4月5月に開催予定の京都部・YMCAの⾏事なども次々と中
止・延期が発表されています。このような状況下で記念例会への登録をお願いするのは困難な状況であるため、延期せざるを得ないと考えて
います。本件においても議案にて採決をお願いしたい所存です。

2 ワイズ将来構想について 森田将来構想委員⻑
3月中は特別委員会の開催は無く、4/4（土）⻄日本区役員会終了後に⾏う予定。ワイズ起こし運動ニュース第３号を発⾏したので近日配信
される予定です。

＜役員会議案＞
議案１新型コロナウィルス感染拡大、政府からのイベント等の自粛要請を踏まえ、
3/12（木）第一例会 オープン役員会 中止、3/19（木）第二例会 40周年リハーサル例会 延期とする。
第二例会延期の振替日程については、情勢により後日判断する。 承認

議案＜総会議案＞
１ 第41期 佐治会⻑期 事業委員⻑選出について
地域奉仕・環境委員⻑ 林正章ワイズ、Yサユース委員⻑ 河合久美子ワイズ
EMC委員⻑ 島田博司ワイズ、ドライバー委員⻑ ⽴山 隆一ワイズ
ブリテン・広報委員⻑ 森田惠三ワイズ ファンド委員⻑ 藤居一彦ワイズ
交流委員⻑ 市橋清太郎ワイズ メネット連絡員 鈴木けい子メネット
とする。 承認
議案２ 5月5日（火祝）のウエストクラブ40周年記念例会の開催を延期する。延期後の振替日程は現時点では未定とする。承認

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 オンライン

27 木 第二例会 中止 東急ホテル

18日 土 筍掘り&BBQ 中止 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５月スケジュール

５日 木(祝) 40周年記念例会 延期

７日 木 三役会 19:00 京都YMCA

14日 木 オープン役員
(第一例会) 19:00 京都YMCA

17日 日 チャリティーラン 中止

28日 木 第二例会 19:00 東急ホテル

未定 ウエスト
次期役員研修会 後報 未定

※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。

※お知らせ
2020年5月5日に予定しておりました京都ウエスト

40周年記念例会は新型コロナウイルスの影響を鑑み、
延期を決定しました。既にご登録頂いていた方々、ま
た交通や宿泊を予約してくださっていた皆様には大変
申し訳なく思っております。

延期日程が決まり次第、お知らせ致しますので、そ
の際は再びご登録頂けますよう、宜しくお願い致しま
す。

４月 Happy barthday
２日 藤居一彦 １3日 胡内陽子メネット

４月 Happy Anniversary
７日 奥田英詔・いずみ
13日 渡邊昌嗣・栄⾥
20日 森田恵三・直子


