24 時間チャリティーマラソン報告
11 月 1 日（土）2 日（日）
Ｙサ委員

桂

厚子

１１月１日(土)〜２日(日)２４時間チャリテイマラソンが
100 周年事業の冠をつけて、今年は華々しく行われることと
なりました。ウエストクラブも、今出川 YMCA にシフトを
して初めてのサポート事業という事で少々戸惑いながらも
メンバー一同は、野々口 Y サ委員長指揮のもと体制万全？！
24 時間シフトを組み深夜は心強い島田 Y や、安平 Y、野田
Y、会長が、御所乾門まえに学生たちと陣取ってくれました。
YMCA 前１時ジャスト。御所一周４km を第一走者が花火と
学生やワイズたちのすごい歓声の中スタートしました。そし
て乾門の前テントに場所をかえて盛大な応援合戦、私も娘と
走りましたが、グッチこと山口さんの大きな応援には思わず
思い切り走りこみました。まあもっとも私は精一杯走ってい
るのに横で娘が歩いているものだから、見た人がチンタラ歩
いていると誤解をした人がいたようですが、、、、１番早かっ
たのは道に迷いながらも 15 分で倒れこんだ加納君でした。
他クラブのメンバーも走りに来てくれて、嬉しかったです。
それから市民ランナーや散歩する人や道行く人たちに声を
かけたら、中にはマラソンシーズンで明日丹波とか福知山と
かで走ってくれる人もいてよかった。といっても学生たちが
みんなやってくれて、少々手持ち無沙汰気味でしたネ。市橋
Y はメネットコッメトと一緒に、野々口委員長（は、お疲れ
様！）のメネットも始めて参加、お二人のメネットにもお会
いできてよかったです！バザーにも行っていただいて、マッ
サージとか体験してもらったようでこれを機会にどんどん
参加してくださいね。中田主事の言葉に去年よりは今年、今
年より来年と少しづつでも良くなればイイとしましょう！
この日の為に、先日学生たちみんなが企画してくれてボーリ
ング懇親会をやってくれたのも、感謝！ 学生たちが主体の
学園祭の色濃い雰囲気でバザーをも楽しんで、この初体験で
知り合った学生たちとりあえず若くて元気な子があふれて
いて、いい子が多いんですよね。それに少々昔若っかた学生
さんたちも触発刺激を受けました。以上翌日お昼１時最後の
ランナーをもって店仕舞い！！！！

参加メンバー メン 15 名

メネット 5 名

コメット 5 名

平安徳義会バザー報告
11 月 3 日（月） 平安徳義会
地域奉仕委員長 中村 豊
晴天が多いとされる 11 月 3 日（月）、生憎の雨模様のなか、

園恒例のバザーが催されました。9 時までには出席メンバー、
メネットがうち揃い、片や寄贈品の値段付け片や屋台の準備
などスタンバイに精を出します。
10 時より、最近よく聞く児童虐待についての講演会があり、
全員これに参加します。講師は若くて可愛らしい女性弁護士
でありました。さぞかし小さい頃から秀才であったのでしょ
う、話し振りが理路整然としています。（メンバー候補にど
う？という私語が聞こえていたような。）彼女によると少年
非行の原因に虐待が潜んでいる場合があり、それは虐待の被
害者性と非行の加害者性が表裏一体となっているとの話で
した。彼女はこの分野を専門にしているらしく、非行少年の
更生のため、個々の事件に対処している由でした。
雨は相変わらず止まらず、11 時半一斉にオープン。寄贈品の
売れ行きはリピーターもいる為か、そこそこに品物も無くな
っていましたが、お好み焼きは用意した分の半分程の販売で
した。２時には閉店し片付け。テントの撤収には園の高校生
や中学生がパワーを如何なく発揮していました。残りの食材
やプロパンガスは園に寄贈しています。
参加メンバー

メン 8 名

メネット 4 名

コメット 1 名

役員会例会報告
11 月 6 日 今出川 YMCA
環境委員 島田 博司
11 月 6 日（木）19：00 より、今出川 YMCA にて、11 月役
員会が中原書記の司会にて始まりました。今回は特に 11 月
23 日（日）に行われる 100 周年フェスタにについてと、12
月 20 日（土）に行われるクリスマス例会についての協議が
もたれました。100 周年フェスタについては、各担当の仕事
をきっちりと、クリスマス例会については、とにかく 100 名
集めて、各委員会がクリスマス例会に向けてがんばりましょ
う ということの確認を改めてしました。24 時間マラソンの
報告といたしましては、合計募金 71,000 円 延 213 周皆さ
んが走ったこと、ファミリーでの参加が今年は多かったこと、
今年の経験を生かして来年度は今年以上に協力しょうとい
うことなどが話しあわれました。他にクリスマス例会でのア
ドニスへの破格値の謝礼金額の件、クリスマスキャロルナイ
トに対して Y サ予算を協賛金として拠出すること、森田メネ
ットへのお見舞いの件が承認されました。以上皆さんご苦労
様でした。とにかくたくさんの方にクリスマス例会に来てい
ただくよう皆さん努力いたしましょう。
参加メンバー 胡内ワイズ 立山ワイズ 河合ワイズ
中原ワイズ 寺井ワイズ 野々口ワイズ 安平ワイス
野田ワイズ 山下ワイズ 市橋ワイズ 牧野ワイズ
島田ワイズ 中田連絡主事
計 13 名

ワイズデー国際協力募金報告
11 月９日（日）
書記 河合 久美子
11 月９日（日）曇り模様の空の下、市内各地でワイズデー・
国際協力募金が行われました。同時に本日は衆院選の投票日
でもあります。まず投票所へ足を運んだ後、集合場所である
ＹＭＣＡ三条本館へ向かいました。今回の国際協力募金では、
集められた募金は日本ＹＭＣＡ同盟を通じて、アフガニスタ
ン難民の子供達の教育支援やインドのハンセン病撲滅のた
めのプロジェクト支援のために活用されるということです。
ウエストクラブの担当地域は「烏丸今出川」と「烏丸丸太町」
の二ヶ所で、京都御所の北端と南端ということになり、２グ
ループに分かれることとなりました。昨年までは嵐山・渡月
橋だったけれど、今年は初めての場所でどんな感じになるの
だろうと思いつつ配置につきました。私は烏丸丸太町担当で
したが、本日は京都御所の秋の一般公開の最終日でもあり、
心配された雨もやんで、人通りも観光客を中心にまずまず往
来されています。ワイズを数年やっていても未だに羞恥心が
あり、いつも第一声を発するのに臆してしまうのですが、一
緒に参加してくれた若い国際リーダーの学生さん達の元気
な声につられて、気が付くと私も思わず声を大きくしていた
のでした。外人さんが何度も往復して募金して下さったり、
通り過ぎて行かれた人がまた引き返してお金を入れて下さ
ったり、（募金に金額の多寡は関係ないけれども）思いがけ
ず大きなお金を入れて下さる人があったりした時などは本
当に嬉しく感じました。また、私がそうなのですが、募金活
動をしている人達の前を通る時、本当は関心があって協力し
たいけれども、なんとなく気恥ずかしいというか晴れがまし
い気持ちがしてそのまま通り過ぎてしまうことがあるので
すが、後ろ髪を引かれる思いの時があります。きっと、本日、
直接には募金に協力して頂けず通り過ぎていかれた人々に
も、私達が訴えていた趣旨や京都ＹＭＣＡの活動について、
私達の姿やチラシを目にすることを通じて少しは伝わって
いたのではないかと思います。成果に繋がらなくても、それ
もまた意義のあることではないでしょうか。結果としては、
烏丸今出川が 24,621 円＋外貨、烏丸丸太町が 23,588 円、京
都ＹＭＣＡトータルで、615,319 円＋外貨だったそうです。
ボランティアのパワーと人々の善意の結晶であり素晴らし
いことですよね。本日は例会扱いでもあり多数のメン・メネ
ット・コメットの参加がありましたが、中でも初めてお目に
かかった野々口メネットに一日を通してご参加いただいた
ことと、若いＹのリーダーや今出川専門学校の学生さん達と
交流を持てたことが特に良かったと思います。終了後は河原
町三条下ルの「スーパードライ」にてリーダーの皆さん方も
まじえてウエストで賑やかに盛り上がったことは言うまで
もありません。今回出席頂けなかったメンバー・メネットの
皆さん、募金活動の中には学ぶべき事柄や新しい発見があり
貴重な体験となります。来年は是非一緒に参加しましょう！

ＹＭＣＡ100 周年フェスタ
11 月 23 日（日）
Ｙサ委員長 野々口 佳孝
11 月 23 日（日）岡崎勧業館「都メッセ」で京都ＹＭＣＡ100
周年フェスタが開催されました。今期のＹサ委員の主な活動
はこの 100 周年記念事業です。記念式典、チャリティーマラ
ソンに続いての行事ですが今回のフェスタは規模、準備時間、
参加人数とも今までにない特別な行事でした。まだ入会 1 年
数ヶ月というキャリヤでこのような大きな行事の実行委員
をさせて頂いて大変良い経験が出来たと思います。開催まで
は、何度かの実行委員会に出席し協議事項としてウエストの
役員会で協議いただくという繰り返しでしたが、中々自分の
頭の中ではまとまらず「こんなんで当日どないなるのか
な？」と心配することの繰り返しでした。ウエストはワール
ドフード部門の 1 ブースで中国からの留学生 2 名招き「餃子
入りフカヒレスープ」「マーボー豆腐」を調理しました。準
備等は野田ワイズの絶大なご協力のもと調理は野田メネ、胡
内メネ、中原メネ、岩本ワイズ（検便陽性の方 4 名）を中心
に大変おいしい料理が完成しました。手前味噌ではなくほん
とに美味しかったです。留学生 2 名が作ったマーボー豆腐も
本場の味でとても美味しかったです。もう一つはプチ写真館
です。これは最後まではらはらしました。今回機材など準備
で大変お世話になった山下ワイズがお仕事で当日参加でき
なということもあり、不安は増大するばかりでした。これは
開店できないのではとか、お客が並んでいるのにプリンター
から写真が出てこないとか色んな不安が頭をよぎりました。
でも前日に山下ワイズ、中原ワイズ、安平ワイズのご協力で
とても良い写真館の準備が整いました。当日は塩見カメラマ
ンが参加頂もう完璧です。さすがプロは違います！顔の表情
や仕草などとても良い写真が撮れたと思います。その他、舞
台では各国の舞踊や、障害者の方のお話、フード部門では各
クラブの世界の料理など沢山のブースでにぎわいました。
数日後に当時の入場者は 3000 人と発表され、フェスタは成
功裡に終わりましたとＹＭＣＡからお手紙をいただきホッ
ト胸をなでおろしました。当日中瀬ワイズに来ていただけな
く大変残念でしたが、きっと病室で写真を見て雰囲気を共有
されている事と思います。参加頂いたメンバーの皆様大変あ
りがとうございました。私、妻も楽しませていただきました。
ご参加いただいてメンバーの皆様：22 日市橋ワイズ、中原
ワイズ、山下ワイズ、安平ワイズと胡内会長、野々口。23
日：藤居ワイズ、安平ワイズ、塩見ワイズ、島田ワイズ、立
山ワイズ・立山ネット、河合ワイズ、桂ワイズ・桂奈津さん、
野田ワイズ・野田メネ・かず君、胡内会長、胡内メネット、
中原ワイズ、中原メネット、寺井ワイズ、牧野ワイズ、野々
口、妻洋子、中国からの留学生張さん、玲玲さん。
以上延べ 28 名

感謝・・・・元気に退院しました。
森田直子メネット
この度の私の入院に際しましては、ウエストクラブの皆様、
メネット会様からお見舞いやお心のこもったお言葉をいた
だきまして、本当に有難うございました。私にとりましても
大変なショックでしたが、お蔭様で転移も無く、１０月１２
日無事退院することが出来ました。元気な私と自信を持って
いましたが、振り返ると胃がんになる要素をたくさん秘めて
いたように思います。◎食事が不規則◎暴飲暴食◎お肉大好
き（ステーキ・焼肉）◎運動（キライ）◎遅寝遅起
これからは健康管理をしてワイズライフを楽しみます。クリ
スマスを楽しみにしています。

