
「強い義務感を持とう︕義務は全ての権利に伴う」
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2020年８月号

国際会⻑ Jacob Kristensen （デンマーク）
主題 VALUES, EXTENSION and LEADERSHIP

（価値観、エクステンション、リーダーシップ）
スローガン TRUST IN THE RIVER OF LIFE

（命の川を信じよう）
アジア太平洋地域会⻑ Daivid Lua （シンガポール）

主題 Make a difference（変化をもたらそう）
スローガン INSPIRE（奮い⽴たせよう）

⻄日本区理事 古田裕和(京都トゥ－ビ－)
主題 Let’s do it now!
副題 2022に向け誇りを持ってAll is well

京都部部⻑ 中村隆司(京都ウェル)
主題 「人生は一度きり」〜出会いからすべてが始まる〜

標 語

第４1代
会⻑主題 万能一心

〜try one’s best （最善を尽くす）〜

Club Office
京都ＹＭＣＡ本館

〒604 中京区三条柳馬場角
TEL(075)231-4388

Youth Activities
若者が大きく成⻑する夏。ユースの活動をバックアップ
して忘れられない夏を作ろう。

益国隆人 Ｙサユース事業主任（広島クラブ）

⻄日本区強調月間

41期にかける想い ブリテン副委員⻑ 奥田英詔
ウエストクラブの皆様こんにちは。41期ブリテン委員会副委員⻑の奥田です。
1年間何卒宜しくお願い致します。
新しいブリテンのはじまりにあたる今月号にあたり、ブリテン委員会より御挨拶申し

上げます。
2020年新型コロナ渦・・・この疫病の世界的な流⾏により、これまで考えもしなかっ

た様々なところで、文字通り大きな影響が出ていることかと思います。特に、これまで
疑うことがなかった、人と人が集まること、つながることに対しての厳しい制限により、
満足にクラブの活動ができないということが起きてしまいました。
しかし︕人と人の接触は大きく制限されましたが、情報による交流は制限されたわけ

ではありません。ブリテン活動とはまさに、この情報交流のポジションとしての使命を
帯びているのではないかと思うのです。そう考えると、今期ブリテン委員会は、過去におけるものとはまた違う
存在意義があるのではないかと思います。そこで今期、新たに動画ブリテン番組『WEBバンブー』の配信を試み
ることにいたしました。これは、毎回ウエストクラブの方をゲストにして、ブリテン委員会よりインタビューを
させていただき、その様子を収録。ユーチューブ等で配信するといったものです。これなら、接触が制限されて
いても関係ありません。接触制限の今だからこそ、メンバー個々人のパーソナルな内容に焦点を当てたこの企画
が意味を持つと思います。また、これまでの紙面によるブリテンも継続しつつ、内容も委員会で工夫を加えてい
こうと委員会が熱く燃えております。これまでどちらかというと地味な印象だった（すいません）ブリテン委員
会ですが、41期は一番燃えた委員会となるよう、森田委員⻑を支えて参りたいと思います︕︕

会 ⻑ 佐治幹生
副会⻑ 福田英生・塚本勝己
書 記 安平知史・林茂
会 計 角谷多喜治

今月の聖句
平和を実現する人は、幸いである、その人たちは神の
子と呼ばれる。（マタイによる福音書 第５章第９節）
注釈「平和を実現する人」とは、単に平和を愛する人ではなく、
「平和を作り出す人」のことだと言っています。平和も戦争だけで
なく、人権や貧困、様々な人間関係における協調も含まれます。我々
ワイズメンはこのメッセージを受け止めて、自分にできる「平和を
作り出す」⾏動が求められています。（担当主事 阿部 和博)

２０２０年度ブリテン製作テーマ



皆さまご無沙汰しております。昨年11月に入会させ
ていただきました野々口です。
クラブへの思いということですが、以前はワイズとい

えば謎の集団、ボランティアもしているらしい・・とい
う印象でした(大変失礼)。 ただ最近は、ワイズのおか
げで頂いたご縁だったり、直近では岩本さんにお食事会
に誘っていただきとても元気をもらったり、平安徳義会
への支援に関するお話だったり、すごく暖かい団体なん
だなと感じています。現在は未だ自粛中なので実際の活
動はまだまだ参加できておりませんが、再開後は色々な
活動に参加していきたいと考えております。まだお会い
できていないメンバーの方に会えるのもとても楽しみに
しております。

私がクラブに入ったのは、林 茂氏に誘っていただい
た事がきっかけでした。
最初は、どんな活動をされているのかも正直よく知ら

ないまま参加させていただきました。今も良く分からな
いままですが、、、、、、、、、
今日は、会合を通じていろいろな方々と面識を持つこ

とが出来、少しずつですが会話に参加させていただいて
おります。

今はコロ
ナで活動も
自粛中です
が 、 地 域
（全体）が
盛り上がる
日が１日も
早く戻る日
を願います。

京都ウエストクラブの皆
様いつも大変お世話になっ
ております。自己紹介をと
のことですので、書かせて
いただきます。
昨年の１１月に入会いた

しました。
職業は、高瀬川フーズ株

式会社という飲食店を運営
する会社の、執⾏役員をさ
せていただいておりますの
で、飲食業となります。
出身は福岡県で大学進学の際に京都に移り、木屋町で

アルバイトをしていたお店でそのまま現在まで働かせて
いただいております。
趣味は読書・競馬で、競馬はメンバーの方々ともご一

緒し、とても楽しい時間を共有させていただきました。
クラブに関しては慣れないことや、理解できていない

ことも多くご迷惑をおかけすることが多々あるとは思い
ますが、温かい目で⾒ていただけると幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

皆さま、お疲れ様です。寿電設 萬谷です。
仕事の方は主に業務用エアコンの入れ替え工事をして

おります。
家庭用から業務用までの洗浄等できる事はいろいろと

やらしてもらってますので宜しくお願いします。今流⾏
りの新型コロナの影響で暇になるかなと不安でしたがな
んとかしのいでます。入って間もなく新型コロナの影響
で商品の一部が中国産の物が入ってこなかったりいつも
普通に入れてたところ
が入れなくて仕事がス
トップしたりでやりに
くくなった今、なんと
かやらしてもらってま
す。
活動自粛したりで皆

様と会う機会も少ない
ですが、早くいろいろ
な事ができる普通の日々
が来るのを心待ちにし
ております。

新人紹介 クラブに思う事
野々口 敬祐ワイズ

新人紹介 クラブに思う事
角田 憲彦ワイズ

新人紹介 クラブに思う事
高橋 壮司ワイズ

新人紹介 クラブに思う事
萬谷 寿顕ワイズ

40期入会新人ワイズ紹介



京都部役員を終えて、はや1ヶ月が経
とうとしています。あっという間に過ぎ
去った部⻑期という１年でありましたが、
中身は大変濃い、充実した１年でした。
（実際には準備期間を入れて2.5年です
が…）
今までひとりでは他クラブの例会に出

席することなんてなかった私ですが、部⻑公式訪問で18
クラブを回らせていただいたり、入会式に呼んでいただ
いたり、⻄日本区の他部会や役員会に出席したりと今ま
でにない経験をたくさんさせていただきました。そんな
中でやはりいろいろと気づいたり、考えさせられたこと
もたくさんありました。ここで申し上げるとまた角が⽴
つので詳しくは申しませんが…、(笑) すべて私の大変
重要な経験となり、視野が広がったというか、これから
の人生において貴重な経験となったことは間違いありま
せん。このような貴重な経験や惜しみない協⼒をしてい
ただいた我がウエストクラブメンバーの皆さんに感謝し、
その感謝を心に秘めてワイズ活動を楽しみたいと思って
います。
最後に1年間、今だ収束の⾒えないコロナ禍の中、こ

んな未熟な私を支えていただいた京都部24期三役さん、
役員さんそしてすべての京都部の皆さんに感謝いたしま
す。ありがとうございました。

2019-2020年度京都部会計とし
て準備を含め約１年半以上という時
間を京都部キャビネットとして島田
部⻑を支えてきました。年度の後半
戦は新型コロナウィルスの影響で活
動は思うように出来ませんでしたが、
それまで島田部⻑の強烈なリーダー
シップの下、京都部部会や各事業も
勢いよく盛り上げることができ、特

にワイズデーにおいては、これまで以上の広報としての
成果を得ることができ、また開催側、参加者側、共に記
憶に残る意義のある事業を開催することが出来ました。
今期は活気に溢れる年度になったと自負をしております。
しかし、こんな事が言えるのも、やはり自クラブ。ウ

エストクラブの応援があってこその成果だと思っており
ます。様々な京都部の事業に対して、クラブを挙げての
ご支援、ご協⼒を頂きました。クラブとしても大きなご
負担だったのでは︖と思っております。こんな⼒強い応
援の中、京都部運営に没頭できる環境を作って頂いた、
吉川会⻑はじめクラブメンバーの皆さんへ感謝の気持ち
でいっぱいです。
みなさん︕ありがとうございました︕

直前期は周年事業を迎えるクラブが京都で2クラブし
かなく、コロナ禍で周年例会を延期した唯一のクラブと
なりました。
そして周年例会は来年2021年2月6日に延期に決まり、

当初は仕切直しだがやる事は同じと楽観的に考えてまし
た。しかしコロナがこの先どうなる
のか全く⾒通しが⽴たない中、with
コロナで例会開催を余儀なくされて
いる状況です。
当初の計画通りに⾏うのはもはや

夢物語で、実現可能な新しい形を模
索して⾏かなければなりません。大
変な試練ですがメンバーと一緒に何
とか作り上げて⾏きたいと考えてい
ます。

京都部役員を終えて
島田 博司直前京都部部⻑

京都部役員を終えて
安平 知史京都部直前会計

withコロナの時代の新しい周年事業のあり方
40周年事業実⾏委員⻑ 市橋清太郎

◇40th実⾏委員会チームリーダー会議
（2020年7月31日19〜20時 ZOOMにて）

日本ワイズの温故知新
直前アジア太平洋地域会⻑、田中博之ワイズの

著作から一部転載させていただき、短編シリーズ
として６回にわたり掲載いたします。ウエスト皆
さんには「ワイズを知る」ための参考としてくだ
さい。 （ブリテン委員⻑森田惠三）

短編シリーズ その１ ８月号【最初のクラブ】
日本最初のクラブは、1928年に国際協会に加盟認証

された大阪クラブです。1927年、大阪YMCAの26歳の
主事、奈良傳が、YMCA会員制度の調査・視察のために
米国に留学しました。ここで、当時のワイズメンズクラ
ブ国際協会書記・会計のヘンリー・D・グライムスに会
い、意気投合し、日本の主要都市にワイズメンズクラブ
を設⽴する約束をしました。帰国後ただちに当時大阪Y
MCA内にあった実業家によるYMCAへの奉仕グループで
ある大阪Y倶楽部をワイズメンズクラブに改組する提案
をし、1928年11月10日付で、日本最初のクラブとして、
国際協会の認証を受けました。

続く3年間で、京城（今のソウル。当時韓国は、日本
の一部でした）、神⼾、横浜、東京の各クラブがチャー
ターされ1932年には日本区の設⽴が認められ、区大会
等の催しも⾏われ活動、交流が活発化しました



2020年7月26日 曇りのち雨
⻄山竹林にて30周年記念事業である整備事業の閉幕

式を⾏いました。41期佐治会⻑、福田副会⻑、30期
当時の牧野会⻑、河合書記、岩本CS事業委員⻑、森田
ブリテン広報委員⻑はじめメンバー13人、ゲストは元
メンバーの大⻄さん、当時からお世話になっている東
前さん、現在竹林整備を自主的に⾏っていただいてい
る赤松さん。総勢15名ものご参加がありました。例会
形式にて粛々と進⾏し、ゲストの方にはミニバナーと
お礼の記念品をお渡ししました。備品の確認、近隣へ
のご挨拶も済ませました。
後に場所を変えて懇親会を開き、事業の閉幕となり

ました。

特集記事 【⻄山竹林整備事業 閉幕】

CS委員⻑ 林 正章 当日プログラム



１０年ぶりにワイズの小窓を復活させていただきま
す。どうぞよろしくこの一年お付き合いください。さ
て最初は、ワイズのモットーを考えることとしましょ
う。
私たちワイズメンには「強い義務感を持とう 義務

はすべての権利に伴う」という⽴派なモットーが与え
られています。義務と権利を反対語としてとらえるの
が普通かと思いますが、私はこの義務と権利は密着関
連する相対語としてどちらが先とは考えないでいたい
と思います。ただ、ワイズメンとしての利益を得る権
利を得たなら果たすべき義務があることを忘れてはい
けないことを強調しているということかと思っていま
す。
ワイズメンとなったらワイズメンズクラブのもつ目

的の達成に協⼒するという大きな義務があることを認
識したうえで、活動の基本となるクラブ会則第９条に
定められている「会員の義務と権利」を強く意識する
ことがまず大切なこととなるのです。
第９条の１項には、会員は、常に次のことを自主的

に心がけねばならない。（人から押し付けられること
でなく、自ら課した義務と捉えることにより自らの励
みとなるのです。）
（１） 例会その他の会合には必ず出席するよう努め
ること（出欠返事は必ず励⾏すること）
（２） 会合の時間を正確に守ること。（遅刻早退は
先もって連絡すること）
（３） 委員その他の担当職務を積極的に遂⾏するこ
と。(達成感が味わえる＝喜びを得る)
（４） 常に新会員の獲得と、当クラブのＰＲに努め
ること。(新会員を一人でも獲得すると
その会員の成⻑ぶりを感じることで大きな喜びを得る
ことができます）
（５） 会費その他の支払⾦を速やかに納入すること。
（年度末においても未納があるようなことにはならな
いようにしましょう）
（６） 当クラブの会員にふさわしい品位と信用の保
持に努めること。（ワイズとしての矜持を大切にしま
しょう）
上記（１）の出欠返事・連絡応答・ブリテン原稿期

限の厳守などは最も初歩的な義務であり、お互いに担
当者に迷惑をかけないよう努めましょう。
では、義務への相対語の権利として何が与えられる

のでしょうか。その答えは、同じく第９条第２項に、
会員は例会、大会その他のすべての公式会合に、出席
することができ、ワイズメンズクラブ国際バッジを着
装することができる、とあります。例会などの出席は
権利でもあり、これを重ねるにしたがって，自分の人
間的成⻑が図られ、社会人としての人格形成の恩恵が
得られることになるのです。ワイメンとしての誇りを
持ち続けて参りましょう︕

夢なき者に 理想なし
理想なき者に 計画なし
計画なきものに 実⾏なし
実⾏なき者に 成功なし
故に 夢なき者に 成功なし

吉田 松陰

ＩＢＣ／ＤＢＣ 連絡リスト
<会 ⻑> <交流担当>

台北ダウンタウンクラブ 孫 智 耕 陳 信 肯
（Sun Chi Ken) (Chen Hsin Ken)

十勝クラブ 重堂 幸恵 山田 敏明
東京⻄クラブ 篠原 文恵 神谷 幸男
大阪⻄クラブ 湯浅 禎也 吉村 周平

柿島 裕
神⼾⻄クラブ 岡山 泰典 加茂 周治
熊本にしクラブ 橋本 大介 木本 博章

中⻄ 賢一
東京ひがしクラブ 須田 哲史 ⾦丸 満雄

新企画を取り入れ装いも新たな８月号が誕生しました。
時代に合わせデジタル化、コピーして保存願います。
「ＷＥＢバンブー」を含めて正にチームワークの結晶で
す。熟読お楽しみくださることが委員一同の喜びです。
皆さんからのご感想ご批評をお待ちしています。（ＫＭ）

Challenge22賞のひとつとして「各地域におい
て、最も会員数が増加した部」としてアジア太平洋
地域においては、京都部（島田博司直前京都部部
⻑）が表彰されました。18名の会員増加でした。

名言ひとこと ブリテン委員⻑ 森田 惠三

Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ
胡内大輔（8/10)萬谷 寿顕(8/10) 福田英生(8/15）

市橋ちさ (8/7）加藤晶実(8/26)
Ｈａｐｐｙ A n i v e r s a r y

角田 憲彦・美恵(8/15)

ワイズの小窓
（１）ワイズの義務と権利

ブリテン委員長 森田 惠三

ＩＢＣ／ＤＢＣコーナー
ブリテン委員⻑ 森田 惠三

編集後記
ブリテン委員⻑ 森田 惠三



合 計

合 計 合 計

ニコニコ ファンド
*名
*名
*名
*名
*名
*名

前月累計 円
第二例会 円
累 計 円

会 員
広義･功労
特別ﾒﾈｯ ﾄ

7月出席率***％
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ含む

6月出席率***％ **名 **名

34名
5名
1名
40名

メンバー数
メ ン
広義 ･ 功

労
メネット
コメット
ゲ ス ト

メロン

合計

前月累計
７月
合 計

0円
0円
0円

豪雨震災募⾦

第二例会
メ ン
広義･功労
メ ネ ッ ト
コ メ ッ ト
ゲ ス ト
ビ ジ タ ー

7,900円
円

7,900円

第一例会(役員会)

第41期ブリテン委員会PR

現在のコロナ渦の中、新たな企画として、ウエストクラブの皆様をゲストとして、お話をきかせ
ていただく、動画インタビュー番組『WEBバンブー』がスタートしました︕
第一回目のゲストは、やっぱりこの人「第41期会⻑ 佐治 幹生ワイズ」です。

第41期ブリテン製作テーマ「ワイズを知り友を知り自己を知る」をテーマとして、森田委員⻑が
インタビューをすすめていきます。是非お楽しみください︕
再生はこちらから・・・ https://youtu.be/IaeIG7XtkXI

２０２０年９月スケジュール

3日 木 三役会 19:00 ZOOM

10日 日 ZOOM準備委員
会 19:00 ZOOM

24日 日 オープン委員会
交流会 19:00 ZOOM

２０２０年８月スケジュール

6日 木 三役会 19:00 ZOOM

27日 木 オープン委員会
交流会 19:00 ZOOM

30日 日 平安徳義会の夏
まつり 12︓00 平安徳義会

*名
*名
*名
*名
*名
*名


