
 

 

８月５日(金) メネット懇親会 
京都部メネット会長会  中原 優子 

 
麩屋町錦小路上ル「虎杖」(いたどり)という店で京都部メ

ネット会長会が開催されました。ウエストクラブから胡内、

野田メネットの 3人で参加しました。メネット事業主査岡本
敦子メネットの開会挨拶のあと、京都部部長古田ワイズの挨

拶と乾杯で食事がはじまりました。 
親睦を大切にワイズ活動を楽しみましょうとメネット主

査の呼びかけがあり、続いて今期メネット事業のアピールを

されました。ＹＭＣＡ留学生への支援(来年２月開催のスピ
ーチコンテストの諸経費援助のための献金協力)とスペシャ
ルオリンピックス日本への支援(来年１１月開催の熊本大会
の献金協力)。この２つの国内プロジェクトに加え、ＵＧＰ(統
一プロジェクト)プログラム(今期は地域奉仕事業に母体を移
行。)のサポートをしていくとの事。古田部長はそのお人柄
のまま、穏やかにメネットのにぎやかな宴を静かに見守るよ

うに黒一点のご出席でした。岡本主査はじめトゥービーメネ

ットのお心遣いで気兼ねのない楽しい会となりました。 
 

8月 11日(木) 第一例会 部長公式訪問 
 リーガロイヤルホテル 

島田 博 
 

8 月 11 日（木）
リーガロイヤルホ

テルにて 8 月第 1
例会が行われまし

た。中原会長の開会

点鐘のもと今回の

例会は京都部部長

公式訪問として古

田裕和京都部部長、

田中光一京都部書記、小幡弘京都部EMC主査、岡本敦子京都

部メネット主査がおこしくださいました。ゲストとして今回入会式を

むかえられる金沢典子さんの紹介者でおられる森伸二郎ワイズ

（京都プリンスクラブ）と金沢典子さんが少し緊張された様子でお

待ちです。森田ワイズの食前の一言をお聞きし、今回は軽食とい

うこともあり、カレーライスをいただきました。さあ入会式です。厳

粛に入会式が進み、入会に際しての金沢さんの挨拶の中での熱

い思いを聞いていますと、またまた強い女性が入会されたと思っ

たのは私だけではなかったと思います。一緒に楽しみましょう

ね！今回25周年記念誌発行に際して御尽力いただきました皆さ

んの労をねぎらう感謝の拍手！拍手！皆さんご苦労様でした。

古田京都部部長の今期の方針、田中京都部書記、小幡京都部

EMC 主査、岡本京都部メネット主査の個性あふれるお話をお聞

きし、個性あふれる我がウエストニコニコマン胡内ワイズのニコニ

コタイムにてたくさんの資金を頂戴し EMC タイム、次回例会アピ

ール、YMC ソング斉唱の後、あっという間に閉会点鐘となりました。

小幡 EMC 主査、金沢ワイズ、また究極の秘密話 ビール飲みな

がらしましょうね！ 

ウェルクラブチャーターナイト 

 会長 中原 一晃 

 

プリンスクラブを親として京都に１８番目のクラブが誕

生した。チャーターナイトは２部に別れ、１部の式典では、

加盟認証状伝達式が行われ新クラブメンバーにプリンスク

ラブの面々からチャーターバッチの拝受が行われた。オレン

ジを基調としたウエルのＷをモチーフとした架け橋のよう

なさわやかなロゴ。祝辞、謝辞の後おごそかに閉会点鐘。 

２部の祝宴では、プリンスクラブのＩＢＣ先台中エバーモア

ークラブからも駆けつけられお祝いに乾杯。 

アトラクションでは、若いクラブなりのストリートダンス

にアカペラグループ。せっかくのダンスでしたが、横長の会

場のためあまり見えないのが残念。ダンスも終わったころに

川島会長の先輩である「土建屋よしゆき」さんの登場。南港

からイベントを終えられバイクで飛ばして間に合ったとか

で、急遽祝宴乗っ取り総合司会となり、司会もハラハラのド

タバタとなったが、会場は大盛り上がり。若々しさの前面に

出たクラブの雰囲気も見習うこと多しと思い、最後に副会長

永井ワイズの心のこもった挨拶でバッチリ締めくくり。 

記念すべきチャーターナイトも無事終了。プリンスクラブ

の子クラブを生む苦しさを聞き、我がウエストも過去に２つ

のクラブをチャーターされた先輩方の相当な苦労もあった

のだろうと思える例会でした。         参加7名 

 

DBC東京ひがしクラブ 
深川水かけ祭り 

８月１３・１４日 東陽町 YMCA 
コメット 中原悠貴・会長 中原一晃 

 
12日の午後 11時半に耕ちゃん（野田耕三君）と２人で夜行
バスに乗りメンバーの人達より一足先に京都を出て朝7時に
東京駅に着きました。 私は、東京へ行くのが初めてでびっ

くりすることがたくさんありました。夕方に京都のメンバー

の方達とホテルで合流しまして、その夜、東京東クラブのメ

ンバーの方達に歓迎していただき楽しい夜を過ごさしてい

ただきました。次の日、朝早くから神輿を担ぐ声で目が覚め

ました。朝食を終えた後ハッピを着て京都のメンバーも参加

しました。（神輿は思った以上に重く京都のメンバーの方は

皆午前中でばてていました。東京の祭りは京都の祭りと全然



 

雰囲気も違い気持ちのいい祭りでした。今回参加して初めて

体験する事が沢山あり良い夏休みの思い出になりました。                                   

中原悠貴 
 

 
 
 東京水かけ祭りに参加は３年ぶりの２度目となる本祭り、

今回は順に並ぶところまではパスする途中参加で完走を目

指しましたが、惜しくもお昼で断念。しかし、永代橋で待ち

構え最初の行列から観覧。はっぴを着ているから堂々と神輿

の通る道を歩け、関係者の顔で見ることができました。神輿

は重く担ぐには重労働ですが、心意気とキップの良さが東京

を江戸を感じさせるお祭りでした。前回とはまた違った富岡

八幡宮も見ることができ、出迎えから細かいところまで気持

ちの行き届いた東京ひがしクラブのいつもながらのうまい

ホストには関心しきり。これもワイズの楽しみ方の一つと思

える、楽しい２日間を終えました。       中原一晃 

 
 

 ８月 25日(木)  第二例会報告 
リーガロイヤルホテル 

塚本 勝己 

 
８月２５日（木）リーガロイヤルホテルにて、吉田ワイズ入

会式と川口博学園本部長のお話を聞く例会が行われました。

今回ＥＭＣ委員会として「ツィンクル例会」と名打って例会

を行ったのですが、ＥＭＣ委員会の私がゲストを呼べなかっ

た事を深く反省しております。次回は必ずと心に誓っており

ます。 

今回吉田ワイズが入会して頂いて、桂ワイズが「賞味期限

つき入会」とおっしゃっておられたのですが、日本は小さい

ですからどこからでも大丈夫ですよね、新人ワイズとして共

にがんばって行きましょう。もう一つのメインとして今回、

学校法人明徳学園川口博本部長のお話がありました。皆さん

学校の授業を聞くように真剣な表情で聞いておられて、もち

ろん川口本部長の話が本当にうまかったのもありますが、す

ごくこれから役

に立つお話でし

た。しかし、川

口本部長あそこ

まで話して大丈

夫なのでしょう

か？ちょっと心

配しています。

でも私は本当に

参考になりまし

た、ありがとう御座います。そして、今回来て頂いたゲスト

の岩永雪枝さん、加納栄治さん、山下弥生さん必ずまた来て

下さいね、楽しみに待っています。 
  

8月 20日(土)  平安徳義会夏祭り  
松本 忠正 

 
継続は力なり。２５年前パレスクラブから独立したウエスト

クラブの若きチャータメンバーの笹山、高野の両氏が中心に

なり、取り組んだ徳義会の夏まつりも２５回目を迎えました。

今年も 10 時からやぐらの組立作業（メン５名、メネット１
名）徳義会の先生、生徒の大勢で初めました。お昼少し前、

組立もほぼ完了のころ、先生からお昼をどうぞと声がかかり、

全員昼食をいただきました。 
４時頃から第二陣のメンバーが次々と集まり、焼きそば、

フランクフルト、焼きトーモロコシ、ヨーヨーつり等の屋台

の準備におおわらわ。７時から始まった盆おどりも今年は天

気にも恵まれて炭杭節、江州音頭と子供達、先生、メンバー、

又卒園生と思われる子供連れの若夫婦と全員が輪になって

最後まで楽しいあせを流しました。   参加 22名    
                        

 

 
 

 



 

新 入 会 者 の ご 紹 介 
お名前：金沢 典子さん 

 
８月１１日に入会をさせて頂い

た金澤典子です。社交ダンスの

教室・教師をしております。Ｈ

Ｐでプリンスクラブの森さんに

ウエストクラブを紹介頂きゲス

トで何度か例会に参加しまし

た。普段ダンス責めの生活をし

ている私にとって、とても興味深く新鮮な会でした。ボラン

ティアは無縁だと思っていましたが、いろんなお話を聞いて

いるうちに、こんな私でも何か出来る事が有るかも・・無理

のない範囲でお手伝いしよう！そして素敵なワイズメンズ

の方達と関わっていきたい。そう思い入会の決心をしまし

た。なかなか仕事上、全て参加するという事は出来ませんが

私なりに頑張って行きたいと思いますので、今後とも御指導

の程宜しくお願い致します。 
 
 
8月 4日(木) 役員会例会報告  今出川 YMAC  

野々口 佳孝 
 

8月4日 今出川YMCAで役員会が開かれ下記の報告事項、協議

事項などの説明や協議がありました。 

 

報告事項 

○ 7/18野外ファミリー親睦会       桂ワイズ 

○ 7/24メネット親睦会報告         桂ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ委員長 

○ 国際協力ﾁｬﾘﾃｨ映画会「ｶﾞﾗｽのうさぎ」胡内Ｙサ委員長、 

○ 8/20京都部ＥＭＣ交流会        山下ＥＭＣ委員長 

○ 25周年記念誌PT進捗状況        中原会長 

○ 中原会長、Yeep Step に付いて  中原会長 

○ リトセン秋の準備ワークについて 胡内Ｙサ委員長 

○ ８月７日 ｳｪﾙｸﾗﾌﾞﾁｬｰﾀｰﾅｲﾄについて 中原会長 

○ ハングル語講座途中報告     牧野会計 

 

協議事項 

○ 平安徳義会夏まつりについて  大西地域奉仕委員長 

○ 9/17･18 環境一泊例会について 市橋環境委員長 

○ 11/6 Y’Sdayについて      岩本広報委員長、 
○ 8/13-14 DBC東京深川水かけ祭りの件 野田交流委員 

 

８月 役員会議案書   

議案１ 

 
ＤＢＣ東京水かけ祭り旅費補助の件 承認 

議案２ 

 
アジア大会参加者に対し補助の件 承認 

議案３ ８月第１例会にて金沢さん入会の件、配属

はＥＭＣ委員会 

承認 

議案４ ８月第２例会にて吉田さん入会の件、配属

はＹサ委員会 
承認 

議案５ 
 

ウエルクラブ、ﾁｬｰﾀｰナイトのお祝いの件 承認 

議案６ 
 

荒木 y’s７月末日をもって、退会とする。 承認

松本、中原、河合、安平、牧野、胡内、大西、市橋、  島田、
桂、野々口、野田、岩本、山下、辻中  
 
 
 

京都ウエストワイズメンズクラブ 
環境一泊例会のご案内 

        
  
毎年恒例の一泊例会を今年も開催いたします。   
環境問題をテーマにした勉強会と、バーベキューやテニスな

どのリクレーションを予定しております。  
メンバーはもちろん家族・友人をお誘い合わせの上ご参加く

ださい！  
 
        日程 2005年 9月 17日～18日(1泊） 

 
場所：松下電工レークアイランド 
（滋賀県彦根市、琵琶湖岸） 

アクセス：お車で名神竜王 ICから 30分、 
JR琵琶湖線能登川駅より車で 10分強- 

コテージに宿泊 
 

 スケジュール(仮)       
 17日  

13:00頃～ 各種リクレーション（自由参加）    
  16：00～ 環境をテーマにした勉強会（内容未定）   
  18：00～ 夕食（バーベキュー）     
         
 18日  

8：00～ 朝食      
   9：00～ 各種リクレーション     
  11：00頃 解散      
         
リクレーションの内容 ： 
 テニス・パターゴルフ・卓球・サイクリング(ﾚﾝﾀｻｲｸﾙ)  
 以上、希望者は別途費用      
 フィッシング、湖岸での水遊びなど  

    
参加者の希望内容により各種施設の予約をしますので 
申込時にお伝え下さい。  
ご都合により 17日のみの日帰りも受け付けます。    
         
出欠、ご質問等は環境委員会 市橋まで 
 
 


