
国 際 会 長 ”Be the light of Hope” 「希望の灯となろう」

”Shere with a amile” 「わかち合いは微笑をもって」

アジア会長 ”Be the light of Hope” 「希望の灯となろう」

”Working together to serve better” 「よりよき奉仕のために共に働こう」

西日本区理事 ”Enjyoy Y's life with Consideeration！”思いやりを持ってワイズライフを！

”Ｓhare with a smile” ｢わかち合いは微笑をもって」

「CHALLENGE」
「出来る出来る必ず出来る やる気があれば必ず出来る」

標 語 西日本区強調月間

今 月 の 聖 句

『一人の人間としても、主を信じる者としても、

愛する兄弟であるはずです。』

（フィレモンへの手紙16節）

Youth Activities

・会 長 山下 太郎

・副会長 牧野万里子

・書 記 島田博司・市橋清太郎

・会 計 野田 泰伸

ネットや、携帯電話などの技

術の進歩により情報化が進みス

ピーディーで便利な社会になっ

た反面｢待てない人｣が多くなっ

たそうです。

どれぐらい待たされるとイラ

イラするかというアンケートの

結果エレベーター＝30秒、パソ

コン＝1分、メールの返信＝30

分、病院の診察＝30分、待ち合

わせ＝30分でした。私自身以前と比べ日に日にせわしな

くなって参りました。イライラする気持ちを生み出して

いるのは、時間や心に余裕がないぎりぎりの行動をして

いるとも考えられます。5分前に行動するという先手の行

動で心を整えて事に臨み、毎日を完全燃焼したいもので

す。8月は夏休みに入りともすればだらだらと過ごしがち

ですが、納涼例会、深川水掛祭り、徳義会夏祭りと行動

を起こす事業が盛りだくさんの季節です。スピーディー

な行動も求められますがこの季節ならではのビールとバ

ケツの水をタップリ浴びながらこの夏を楽しみたいと思

います。(いつでもやん？)

ぐっと話は変わりますが今期の会員増の目標は皆さん

もご存知の通り７名です！１年はあっという間に過ぎ去

ります。夏が終わると季節の移り変わりにまるで加速が

付いたように時間の流れが速まるような気がします。ぜ

ひメンバー一人一人がちょっと無理して声がけをお願い

いたします。以前話をしたときには興味が無かったけれ

ど状況が変わりワイズに興味を持っていただけるかもし

れません。メンバー増強無くして会の発展は望めません。

あせらず急いでEMC活動にも取り組んでいただきますよう

お願いいたします。

それでは皆さんも是非「少年時代」でも聞きながら夏

をお楽しみください。ひと夏の危ない経験はほどほどに

お願いいたします。

「Ｃｈａｌｌeｎｇｅ」 －出来る出来る必ず出来る やる気があれば必ず出来る―
会長 山下 太郎

「強い義務感を持とう！義務は全ての権利に伴う」
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Club Office
京都ＹＭＣＡ本館

〒604 中京区三条柳馬場角
TEL(075)231-4388

会員 23名

功労会員 2名

特別メネ １名

合計 27名

第一例会
メン 20名
メネット 2名
コメット ０
ゲスト ０
ビジター ０
合計 22名

例会 出席者

第二例会
メン 21名
メネット 0名
コメット 0名
ゲスト 2名
ビジター 0名
合計 23名

第一例会 \ 13,500

第二例会 \6,050

累計 \19,560

ニコニコ

ポテトファンド
水なすファンド
コーヒーファンド
名刺ファンド
ｼｬﾝﾌﾟー ﾌｧﾝﾄﾞ

ファンド

第２９代
クラブ

会長標語

出席率

96％

ﾒｲｷｬｯﾌﾟ含む

前月出席率

修正なし

８月在籍者



6月13日(金)19：00～三条Yにおい

て第一回京都部地域奉仕・環境事業

懇談会が開催されました。

冒頭に藤田京都部部長の挨拶、そ

して山田地域奉仕環境主査からの挨

拶と今日の懇親会の趣旨を話された

後、本題に入りました。最初に各クラブの地域奉仕・環

境事業の取組みについての報告が行われました。私は昨

年もこの場にいましたので各クラブの取組み内容を聞か

せてもらい感じたことは新しい動きが各クラブともない

と言う事でした。唯一、プリンスクラブが行っている割

り箸のリサイクル活動ぐらいであったように思います。

昨年は環境活動については各クラブの独自性に任すと言っ

た動きになっていました。しかし、今期は地域奉仕・環

境事業として2年目を迎えるにあたり区・部としても各

クラブが環境活動に少しでも取り組んでもらうための資

料や具体的な活動への参加の呼び掛けが有りやっと環境

事業への取組みがワイズメンズクラブとして動き出した

のかなと感じました。ウエストとしても、今期は環境家

計簿を全員参加で行いたいと思っています。またご協力

の程よろしくお願いいたします。後は11月2日(日)ワイ

ズデー国際協力募金を積極的に行う・09年2月8日(日)チャ

リティーボーリングホスト京都クラブ・CS・TOF・FF献

金の説明と最後に9月14日（日）京都部会の参加の呼び

かけが有り21：00に終了となりました。 以上

早くも次期

の委員長会議。

各クラブの会

長とＥＭＣ委

員長の勢ぞろ

い。次期高田

ＥＭＣ主査の

司会でまず、

グローバルク

ラブの次期坂田主任の活動に付いての挨拶。２０００推

進チームからは新山部長の挨拶と本年度も京都部５５５

を目標とすることの発表。出席者の自己紹介も兼ねて各

クラブのＥＭＣの考えを発表。ウエストは５名増員と発

表。多くのクラブは○名増員目標と掲げられていました

が、グローバルにプリンスはクラブ内のＭＣに力を入れ

る方針を披露。クラブ間の格差や増員の考え方の違いも

知ることができました。外に向ける増員と内に向ける増

強。同時進行でどちらもバランスよく行う事の重要性が

わかった会でした。

昨晩の引継例会の興奮も覚めやらぬ６月29日（日）、

山下期最初の事業となるリトセンワークが行われました。

蒸し暑い梅雨の季節、あいにくのお天気で雨が降り、足

元も悪い中、メンバー男性３名・女性５名＋市橋メネッ

ト、コメット２名が参加。ウエストは女性が多いためか、

いつものごとくメインロッジ内の清掃担当で、部屋・ト

イレ・浴室・洗面所・玄関等、

分担して作業を行いました。雨

の中、屋内での作業は有り難かっ

たのですが、時折断水し、手を

止めることもしばしばだったの

と、また、古い建物の内部は、

溜まったホコリ、細かいゴミ、

虫の死骸、生きている昆虫の襲

撃etc．との闘いで、なかなか手

強かったです。市橋コメット２

人も、かわいい手で一生懸命お

手伝いしてくれました。屋内作業といっても、力仕事な

ど、やはり男手が欲しい場面もあって、ウエストからも

もっと男性メンバーの参加

があればと思ったものでし

た。午前中、全員でよく働

いて汗をかき、心地よい疲

労を感じている中、昼食と

なり、トップスクラブさん

が前日から泊り込んで煮込

んで下さったというカレー

を、美味しくいただきまし

た。食事後はロッジに戻り、

残りの掃除と後始末をした後、早めに解散となりました。

帰り際に見た道端の水色

のアジサイが、雨に濡れ

て映えてとても綺麗でし

た。どうか今夏、子供た

ちがこのリトセンで、事

故無く楽しい日々を過ご

してもらえたら･･･と願っ

た次第でした。

第一回京都部地域奉仕・
環境事業懇談会報告

次期京都部ＥＭＣ懇談会
第一委員会 委員長 中原一晃

リトセン開設ワーク報告
第1委員会委員 河合久美子
６月２９日（日） リトリートセンター



山下会長期初めての例会キックオフ例会が行われまし

た。会場は一つのテーブルを囲んでアトランダムな指定

席が用意され全員の顔が見られて誰とでも自由に話がで

きるようになっていました。 すでに何回か委員会が行

われていて新しい事にチャレンジするという会長のカラー

が感じられます。

市村ワイズの司会で始まり山下会長の挨拶。新しい事

にチャレンジ、例年と同じでは進歩がない、失敗しても

やりなおせば良いという気持ちが大切で変化を楽しみな

がらチャレンジして行こうと挨拶されました。

そして各役員 事業委員長の所信表明。すでにブリテ

ン7月号で拝見させて頂いて、山下会長のおっしゃってい

た通りで強力で頼もしい限りです。他に山下会長は最優

秀クラブを目指す。牧野副会長は自分が入会してからの

歴代の会長の標語を振り返り、折々に思い出してはワイ

ズを楽しみ自己研鑽できた事。 島田書記は"マイ箸"に

チャレンジする事。市橋

書記は一番の若手で既に

やる気いっぱい。中原第

一委員長、立山第二委員

長は表に立ち、裏に回っ

て、一年を通して忙しい

ハードな仕事だが楽しん

でやり切ると表明されま

した。これは委員長だけに任せないで、委員全員参加で

盛り上げて行こうと思いました。その後30周年ＰＴ委員

会からの報告、森田ワイズに西日本区からのワイズ必携

編集委員会委員の委嘱状が手渡されました。

できたてホヤホヤのブリテン7月号に全員が少しスマー

ト（？）に写っている引継ぎ例式の写真や新しくできた

コーナー等々、裏話が中原第一委員長からありました。

非常に活気のあった例会で終わる頃には会長標語「ＣＨ

ＥＬＬＥＮＧＥ」やる気があれば何でもできる""すべて

にチャレンジして最優秀クラブを目指そう"という

ムードになって行きました。これから何か新しくクラブ

が生まれ変わるという予感がします。

19：00から、リーガロイヤルホテルにて、山下会長期

のキックオフに続く第二例会が、立山委員長の司会で始

まりました。

まず食前の一言ですが、昨夜に桂ワイズからお電話を

頂き、何と私が食前の一言！・・・何を話せばいいかと

考えましたが、近況報告と少し嬉しかった事を話し、何

とか終わりました。

食事の後は総会で、前期の岩本会長期の事業報告及び

決算報告で、ハプニングも有りましたが（笑）滞りなく

進んで行き、総会は無事終了！

その後、本日のメインゲストスピーカー、ＮＰＯ法人

テラ・ルネッサン

スの代表、鬼丸昌

也さんの講演です。

ウガンダの現状や、

元こども兵の社会

復帰の話や、地雷・

不発弾除去のお話、

残留地雷により今

も子供達が手足を

無くしているのを聞くと、

日本は幸せな国だなぁと

つくづく感じさせられま

すね。まだ若くて、華奢

な体つきの鬼丸さんのパ

ワフルなお話に圧倒され、

引き付けられてアッとい

間に時間が過ぎました。

気が付くと予定時間をか

なりオーバー、ニコニコ

とＹＭＣＡソング、山下

会長の閉会点鐘にて、第

二例会は無事終了しまし

た。感謝！！

キックオフ例会 ７月１０日（木）

第一委員会 星野淑子
リーガロイヤルホテル 会場 2F 桔梗の間

第二例会 総会例会 7月24日（木）

第二委員会 藤居一彦
リーガロイヤルホテル 会場 １Ｆラシゴーニュ



イヤー参ったナー。「自

慢できることなら何でも」

というテーマで５００字

の記事を寄稿されたいと

のこと。

有りすぎてではなく、無

さすぎて困った中からメ

ネットの提案を受け入れ

て一つ見つけた次第。

それは約５０年余の長きに亘って日記を書き続けてい

ることです。

私にはこの半世紀をこえる記録のほかに、小学校６年

生で経験したひもじさ、淋しさ、大仰に云えば、生きる

ということを考えさせられた丹波での集団疎開の半年間

の記録があります。疎開先からの私と、京都の両親から

の「文通記録」が残っているのです。

もう一つは、高校時代に大好きだった映画鑑賞の感想

記録「シネマメモリー」です。

今の私には、いずれも懐かしい想い出の宝庫だと思って

います。

私はこれまでに、税理士事

務所の記念誌３冊を作りまし

たが、私の夢としていつの日

にか、自分史を作りたいと願っ

ています。

これには、数１０冊の家族

のアルバムと、私の人生とは

深い縁のあるワイズメンズク

ラブの資料のほか、亡き父保太郎が息を引き取る前日ま

で書き続けた日記（最後の一年は父の口述を私が筆記）

と、種々の遺稿までも組み入れた実に膨大なものになる

と予想しています。 あ～時間が欲しい！

ＮＥＷメンバー紹介
市橋ワイズ紹介 角谷喜代治ワイズ

7月1日付

けで京都ウ

エストワイ

ズメンズに

入会させて

頂きました

角谷多喜治

（すみやた

きじ）です。

市橋ワイズ

のお誘いで

数回のゲス

ト参加後、

新ワイズメ

ンとなりま

した。

福井県敦賀市に4人兄弟の末っ子として生まれ、

小・中学校までは親元で暮らし、高校に入ってから

は寮生活、大学は一人暮らしと親の目の届かない環

境で自由に過ごしてきました。中学生の時から始め

ましたクラブ活動がきっかけとな

り特に高校では「バレーボール三

昧」という青春時代を過ごしてき

ました。今でも嬉しい事に当時の

仲間達がテレビで活躍している姿

を見ますと、当時の記憶が蘇って

きます。

ワイズに入会して「何かを感じ

たい」と思っています。そのきっかけ

を作って下さった市橋ワイズを始め皆

様に感謝いたします。

私の自慢コーナー
第一委員会 森 田 惠三

ストップ地球温暖化 －私たちに出来ることー 第一委員会 福田 英生

私が実際に行なっている地球環境にやさしい行動をささやかではありますが、披

露したいと思います。

まず、２００４年に京都こぴいでＩＳＯ１４００１環境認証取得を全社の協力の

元で、獲得することが出来ました。電気・ガス・ガソリンの資源の削減を筆頭に数々

の問題に対処しました。家庭では、買い物に行くときには、必ずエコバッグを持参

するようにしています。バッグを

忘れた時には罪悪感を感じるよう

になって反省することもあります。

最近では、ガソリンの高騰の事も

あってか、私の足はほとんど自転

車を利用します。たまに、修理が必要になる程度ですが、地球環境

と経済的に有効となっています。身近に感じることで、自分がエコ

しているという積み重ねを大事にしています。２１世紀は地球温暖

化の時代なのでは、ないでしょうか。



７月第１例会（キックオフ例会）

（中原）今期最初のニコニコです。ブリテ

ンが出来てほっとしています。寝られない

日が何日続いたことか･･･。来月からもよ

ろしくお願いいたします。

（安平）山下会長の記念すべきキックオフ例会に遅刻し

てすみません。１年間がんばって参ります。

（松本）例会が来週だとばかり思っていて、遅刻しまし

た。以後気をつけます。

（星野）引継例会の際に、息子の結婚のお

祝いをいただいてありがとうございました。

（福田）大幅に遅刻してすみません。私自

身もっとワイズにのめり込みたいと思って

いますので、温かく見守っていただければ

幸いです。

（河合）今期の会長標語の「できるできる･･･」ですが、

過去に勤めていた職場で、続きも含めて、毎朝、朝礼で

唱和させられていたので、親近感を感じています。

（鈴木メネット）今期メネットの連絡員ですが、メンバー

の方、必ずメネットさんに連絡をよろしくお願いします。

ブリテンにメネットさんの投稿もお願いしていきたいと

思っています。

（森田）活気のあるキックオフ例会ができて嬉しく思っ

ています。

（桂） 第一委員会のドライバー担当で

すが、今日例会で名札を並べるつもりで

したが、無理でした。次回はきちんとや

ります。

（牧野）HBありがとうございました。私の今期の目標で

すが、山下会長に同じです。

（岩本）山下会長本日はありがとうございました。会長

をされることによってワイズがよく分かり、楽しくなる

のではないかと期待しています。昨日、河合ワイズとノー

トルダム女子大学に一燈園の相先生のお話を聞きに行く

機会があり、知識や技術は教わ

る教育だが、人間性や価値観や

生活習慣は、教えるものではな

く、伝わるものだというお話を

伺って、ワイズも同じで、いろんな形で伝えていくこと

が大事なのじゃないかなと思いました。

（島田）今期書記がんばります。先日来、山

下会長から仕事を沢山いただいています。

（山下会長）今日はありがとうございました。

皆さんの所信表明を聞いて凄いなと思いまし

た。今期のファイルの表紙の登山の写真ですが、私では

ありませんので、誤解のなきよう･･･。今期１年間始ま

りましたので、このパワーで、例会は明るく進めていき

たいと思います。よろしくお願いします。

７月第２例会 ニコニコメッセージ
（中原）無事に会計報告できてほっとしています。

（福田）今日のお話を伺って、環境も含めて、自分にで

きることをやっていきたいと思います。また前回の委員

会では大声出してすみませんでした。

（市橋）キックオフ例会の二次会のおつりをニコニコし

ます。

（山下）鬼丸様ありがとうございました。

こんなことやったって仕方ないとあきらめ

るのではなく、自分が何をできるかを考え

ることが、クラブ活動を含めてあらゆるこ

とにおいて大事だと思うので、今日のお話を教訓にして、

今一歩すぐに足を踏み出したいと思います。

編集後記 第一委員会委員長 中原一晃
「会長！今期は巻頭の文面は１年通して会長のコメ

ントでお願いします！」「はい！喜んで！」流石！山

下会長です。アメリカンハイスクールのアルバムみた

いに構えたアングルで、写真も毎号差し替えます！

ほなブリテンの写も全て２

回掲載しない方針で参ります。

でも、ネタ切れしそうなので

みなさんどこに行くにもデジ

カメ持参でお願いします。

メネット便り

――京都部メネット会長会に出席して――

森田直子

７月２５日７時「肉のもりた屋」に於

いて、京都部メネット

会長会が開催されまし

た。鈴木けい子メネッ

トが他用のため私が代理出席させていただきました。

久しぶりに参加したメネット会は大きく様変わりして

おり、私より二廻りも三廻りも年の若いメネットさん

のパワーを感じます。

松村智子メネット事業主査より熊本で

行われたメネット主査会の報告があり、

九州部のメネットの活躍に大きな衝撃

を受けたと話されました。

熊本は中村勝子さんがスペシャルオリ

ンピックスに取り組まれた、きっかけの地であり、ま

た熊本ＹＭＣＡ［ひまわり］は発達障害のある子供の

支援を行い、メネット達が作品作りや販売のお手伝い

等活発に活動されておられます。

京都部でもメネットの力に期待して、９月１４日に

開催される京都部メネット会は、衆議院議員福山哲郎

メン（京都めいぷるクラブ）の環境問題についての講

演です。ウエストクラブのメネットもこの機会にメン

と共に参加して、他クラブのメネットさん達との交流

を深めていただきたいと願っています。

ニコニコメッセージ



1.日本ＹＭＣＡ同盟委員会が開催されました。
6月21日～22日日本ＹＭＣＡ同盟東山

荘(御殿場)において全国の加盟ＹＭＣ

Ａと学生ＹＭＣＡが参加し同盟委員会

が開催されました。席上、京都ＹＭＣ

Ａから青少年奉仕賞3名のうち岡本尚男

さん、25年継続会員賞29名のうちワイ

ズメン17名の方が受賞されました。

また、久保田展史さんが日本ＹＭＣＡ主事認証を受け

られました。

2．ワイズワーク感謝！
６月２９日(日)にはリトリートセン

ター開設ワーク、７月６・１３日(日)

にはサバエキャンプ場開設ワークのご

奉仕、多くのワイズメンのご協力あり

がとうございました。おかげさまで、

夏のプログラムも順調にスタートすることができました。

"多くの子供たちに素敵な夏を"とＹＭＣＡスタッフ、ボ

ランティアリーダー一同、プログラムの工夫やトレーニ

ングに懸命にがんばっております。また、９月７日(日)

にはリトリートセンター秋期準備ワークを予定しており

ます。よろしくお願い致します。

3．京都YMCA平和の集いのご案内
テーマ：｢核のない世界を アジアから

～戦争文化を脱却し平和文化を構築するYMCAの働きは～」

世界中から核兵器を廃絶するための方策「2020ヴィジョ

ン」などの訴えを改めて伺います。

聖書が語る「平和を実現する人は幸い」、それは力の

強いものが自分たちだけの利益を求める軍事産業を背景

とした「戦争文化」から脱却して、競争原理ではなく、

人と人、都市と都市などの協力原理を基盤とした「平和

文化の」構築が最も重要だと説いておられます。

どなたでもご参加いただけますので、ぜひお誘い合わ

せてお越しください。

日時：８月２２日（金）午後７時～８時３０分

場所：京都ＹＭＣＡ 三条本館

講師：スティーブン リーパーさん

(?広島平和文化センター理事長 )

参加費：無料

お申込み・お問合せ

電話(０７５)２３１－４３８８

FAX (０７５)２５１－０９７０

Eメール kyoto@ymcajapan.org

4.後期募集のお知らせ

グローバルアウトドアクラブ・スイミング・体育

９月９日(火) 午前10時より一般の方の後期募集がは

じまります。 お知り合いの方でご興味のある方がいらっ

しゃいましたら是非お勧めください。

ご継続の方で定員に達しているクラスもございます。

詳しくはお問い合わせください。

グローバルアウトドアクラブ

電話(０７５)２３１－４３８８

スイミング・体育

電話(０７５)２５５－４７０９

８月 スケジュール
8/2 (木） 納涼ビア例会 18:30 第二ﾀﾜｰH

8/7 （火） 役員会 19:00 三条YMCA

8/21 （木）
第一委員会

第二委員会

19:00

19:30
三条YMCA

8/17 （日） 平安徳義会夏祭り 後報 平安徳義会

8/28 （木） 第二例会 19:00 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙH

９月 スケジュール
9/4 (木） 役員会 9:30 三条YMCA

9/7 （日）
リトセン

秋の準備ワーク
後報 リトセン

9/14 （日） 京都部会 15:00
京都ﾎﾃﾙ

ｸﾞﾗﾝﾋﾞｱ

9/18 （木）
第一委員会

第二委員会

19:00

19:30
三条YMCA

9/25 （木） 第二例会 19:00 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙH

他クラブ例会のお知らせ 例会欠席のﾒｲｷｬｯﾌﾟに！

第一例会 第二例会

パレス ブライトン 納涼例会 ブライトン 部長訪問

洛中 随時変更 三条Y 全日空 部長訪問

みやび ｾﾝﾄﾉｰﾑ 総会例会 ｾﾝﾄﾉｰﾑ 納涼例会

ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ

（Aniversaryは該当なしです）

市村 友美 笹山 信泰

高野 忠男 市橋 ちさ

福田 英生 大西 洋


