
 
２月５日（木）今出川Ｙ

ＭＣＡに於いて開催さ

れた。報告事項の中でク

ラブ会則等検討委員会

報告が森田ＰＴ委員長

より報告された。会則の

見直し、クラブ運営等、

現況の問題点をチェッ

クし、今後のクラブ発展

の為に向けて意義のあ

る委員会になるように

期待したい。協議事項で

は島田環境委員より環

境家計簿モニターにつ

いて提案があり、毎月行

っているＣＯ2ＴＡＸ（車の走行距離報告）の他に、毎月の
電気、ガス、水道、灯油、使用量の報告を全メンバー家庭で

行うことを了承した。家庭内での資源の無駄使い、地球温暖

化防止はまず家庭からを実践する意味として又、次期の胡内

環境主査の足元を固める事業としてもすばらしい提案であ

ると思います。議案１：３月１９日～２１日ＩＢＣ委員会提

案の台北ダウンタウンクラブ訪問の件と旅費補助が承認さ

れた。 
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議案３：３月京都部他クラブ訪問登録費補助（３０００円／

一人）が承認されました。議案１は急な事ではありましたが

８名の参加があり、森田委員長も一安心です、楽しい交流

を！。議案２の大西さん入会はうれしい出来事です、益々女

性メンバーが強くなりそうですね。 
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2月 26日（木）１９：００今出川 YMCAで TOF例会が開
催されました。病気療養中で 4ヶ月ぶりに貫禄のあるお髭を
はやされた中瀬ワイズが元気に登場されました。メンバー皆、

久しぶりの対面に感激一杯！。今回、TOF 例会ということ
で、西日本区地域奉仕事業主任の大野信幸ワイズにゲストス

ピーカーとしてお越し頂き、メンバー候補 BIG WESTこ
と大西光子さんもゲストにお迎えし胡内会長の開会点鐘に

より TOF 例会がスタートしました。ゲスト紹介も終わり
TOF 例会について寺井ワイズより説明があり、いよいよ西
日本区地域奉仕事業主任の大野信幸ワイズのゲストスピー

チが始まりました。Y’Sにおける地域奉仕事業の 3本柱、TOF 
CS FFについてイラストを交えながら非常にわかりやすく
説明して頂きました。非常に勉強になりました。 
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それから岩本ワイズが YMCA100 周年事業インドスタディ
ーツアーの参加報告をされました。インドにおける貧民層の

深刻な生活環境や教育、様々な現状を報告されました。岩本

ワイズが『これらの現状を見てきて何をするのか？またはで

きるのか？を考えることが一番大切な事』という言葉に何か

考えさせられるものがありました。次に待望の中瀬ワイズの

お帰り報告！元気に復帰宣言！完快という事で、いつものユ

ーモアトークも交えた、元気一杯！今までの経過報告をされ

ました。まだ、リハビリなどが大変そうですが早く完全復活

されることをメンバー一同お待ちしております。 
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２月２６日（木）今出川 YMCA 
ブリテン委員長 安平知史 
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今年も２月２２日に行われ

ました合同メネットの集い

に、ウエストからは５名のメ

ネットが参加しました。当日

は２月とは思えないほど暖

かい日で、大槻事業主査が心

配されていた寒さ対策は、そ

れほど必要ではなかったの

ですが、正座の習慣がついて

いない私はしびれとの戦い

でした。隣を見たら胡内メネ

ットも苦戦されてました。 
この稱名寺は京都の繁華街の中にある、１００年以上も昔の

お寺で、坂本竜馬のお墓もある、そんな歴史あるお寺です。

このお寺からハンドベルの賛美歌そしてオカリナの音色が

聞こえ、何ともいえない、心穏やかな時間を過ごすことがで

きました。畑本事業主任から、メイン事業の絵本づくり大作

戦の報告があり、皆さんのご協力により資金を達成し、あと

は仕上がりを待つのみとなりましたというお話でした。胡内

さんひとまずはお疲れさんってとこでしょうか？ 
それにしても、お寺から賛美歌？？日本ってホント平和です

ね。 

 
 
環境委員会よりお知らせで

す。いつもメンバーのみなさ

ん、CO2TAX にご協力頂き
ありがとうございます。車に

対しての環境問題について

は少し意識改革が芽生えて

きたのではないでしょう

か？さて、来期より計画して

おります環境家計簿のモニ

ターリングがいよいよスタ

ートいたします。先日委員会

報告で連絡したように3月に
送付されてきた水道光熱費

の領収書から使用量を記入

して頂く運びになります。燃えるごみの計測など、環境問題

に対する意識改革、認識する為にもメンバーのみなさん、ま

たメネットのみなさんよろしくご協力御願い致します。 

 
メンバーのみなさんにお知らせです。 

先日、当ウエストホームページ運営のレンタルサーバーリンクク

ラブホスティングサービスよりメールウィルス対策の向上のため、

POPサーバー（受信サーバー）,SMTPサーバー（送信サーバー）

の変更のお知らせがありました。現在、○○@kyoto-west.com 

のメールでメールのやり取りが行われていますが、旧設定で

2004年3月15日までメールの受信、送信は可能ですがそれ以降

になると旧設定では使用できなくなります。 

メネットコーナー 
古き京のお寺でのメネットの集い 

野田 君子 メネット 
早急に新設定をして頂けます様、よろしく御願いします。 

3月15日までにしないとメーリングリストなど連絡がメールで出来

なくなってしまいますのでご注意下さい。 

旧設定  

POPサーバー（受信サーバー） mail.kyoto-west.com 

SMTPサーバー（送信サーバー）  同上 

新設定 

POPサーバー（受信サーバー）mailgw.hosting-link.ne.jp  

SMTP サーバー（送信サーバー）  同上 

 

以上です。OUTLOOK EXPRESS ,OUTLOOK での詳細マニュア

ルはお渡し致しますので。変更よろしく御願い致します。 

なお、何かご質問あれば yasuhira@kyoto-west.com  

安平までご連絡下さい。 

 

 

３月 Ｓｃｈｅｄｕｌｅ 
 

環境家計簿について 
 

環境委員 島田 博司 

3月1日 （月） 三役会 19:00～ 今出川 

YMCA 

3月４日 （木） 第一例会 

(役員会例会) 

19:00～ 

21:00 

今出川 

YMCA 

3月 19日

～21日 

月 ～

水 

台湾ダウンタ

ウンクラブ訪

問 

 

台北 

3月25日 （木） 第二例会 

 

19:00～ 

21:00 

ガーデン 

パレス 
 

４月   予  定  抄 

4月4日 (日) 
CS ソフト

ボール大会 

 京女大原

野グラン

ド 

4月5日  (月) 三役会 19:00～ 

21:00 

今出川 

YMCA 

4月8日 (木) 第一例会 

（役員会例

会） 

19:00～ 

21:00 
今出川 

YMCA 

4月22日 （木） 第二例会 19:00～ 

21:00 

ガーデン

パレス 

ホームページ管理委員会より 
お知らせ 

 


