
「「主よ、あなたは貧しい人に耳を傾け、その願い
を聞き、彼らの心を確かにし、みなしごと虐げられ
ている人のために裁きをしてくださいます。」

詩編第10章17節18節

BF 使用済み切手は世界のワイズメンの理解と交流へ導
く扉です。｢当たり前のことを当たり前に実行する」こと

が目標達成の一番の近道です。三牧 勉ファンド事業主任

会 長 島田 博司

副会長 市橋 清太郎

書 記 藤居 一彦 ・ 中原 一晃

会 計 加藤 秀行

「巻頭文」交流事業30年を迎えて

交流IBC/DBC委員 森田 惠三

韓国鍾路クラブ初訪問の１９８１年４月２６日は、わが

ウエストクラブＩＢＣ交流事業のスタートを切った思い

出深い記念日であり、爾来３０年という長い足跡をたどっ

てきたことになります。

８２年７月にソウルにて鍾路とＩＢＣ締結。その後９

１年６月の下田日本区大会にて台北ＤＴとＩＢＣ締結。

そして、９１年９月の台湾高雄アジアエリア大会にてト

ライアングルの締結に至ったのでした。このＩＢＣ両ク

ラブとの公式交流について記録をひもといてみたところ、

先月の第２４回アジアエリア大会が丁度４０回目に当た

り、今更ながらその中味の濃い交流の数々が偲ばれます。

残念なこと乍らＩＢＣ復帰が見込めない鍾路には絶ちが

たい友情の思い出を大切にしながらも、新しいトライア

ングル候補のクラブ探しを台北ＤＴと話し合っていると

ころであります。 一方、ＤＢＣクラブの交流の歴史を

振り返ってみますと、９７年６月名古屋での日本区最後

の第５０回日本区大会に先立ち東京ひがしとのＤＢＣ締

結式を挙行。その後の公式交流は１６回に及んでいます。

更にわがクラブが誇れる交流事業が増えました。それは、

０９年６月の熊本西日本区大会にて締結したPentagonＤ

ＢＣを、本年６月の京都西日本区大会において一段と発

展させ、HexagonＤＢＣ締結を果たしたことであります。

３０年余にわたるワイズならではの交流体験によって

国際奉仕クラブの神髄ともいうべき醍醐味を堪能するこ

とができているウエスト仲間ではないでしょうか。台北

ＤＴのエネルギッシュな行動力溢れる活動振りには、い

つも乍ら驚嘆させられます。東京ひがしも東北大震災ボ

ランティア支援をみるまでもなく、活力ある奉仕をつづ

けておられます。一方、Hexagonもこのあたりで大震災支

援奉仕を含めて、今後どのようなＤＢＣ交流を図ってい

くのかを見極める必要があると思っています。

ＩＢＣ・ＤＢＣ各クラブの皆さんとは、末永くより深い

あたたかな友好関係構築を目ざして参りましょう。

「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

メンバー数

第32代

会長標語

国際会長 主題 “Audere est Facere-To dare is to do”

「とにかくやろう‐成せばなる」

アジア会長 主題“Audere est Facere-To dare is to do”

「とにかくやろう‐成せばなる」

ｽﾛｰｶﾞﾝ “Mission with Faith”「信念をもって使命をはたそう」

西日本区理事 浅岡徹夫 (近江八幡クラブ）

主題 “Contribute to the Community through Active Services

with Love”「ワイズ原点、愛と奉仕で社会に貢献」

副題“ Change Ourselves and Take Actions toward Our Lofth

Let's try！
～ウエストの未来をみんなの手で～

会 員

功労会員

特別ﾒﾈｯﾄ

23名

1名

1名

合 計 25名

第一例会

メ ン

メネット

コメット

ゲ ス ト

ビジター

19名

1名

0名

0名

0名

合 計 20名

第二例会

メ ン

メネット

コメット

ゲ ス ト

ビジター

18名

5名

0名

3名

0名

合 計 26名

ニコニコ

前月繰越

第一例会

第二例会

52,000円

0円

0円

累 計

ファンド

ポ テ ト

水 ナ ス

み か ん

リ ン ゴ

ｻ ｸ ﾗ ﾝ ﾎ ﾞ

ダ ン ス

がんばろう東北

0円

0円

0円

0円

0円

0円

3,150円

合 計 3,150円52,000円

今 月 の 聖 句

西日本区強調月間標 語

86.9％

ﾒｲｸｱｯﾌﾟ含む

前月出席率

100％



８月27日 土曜日、午後７時より京都ＹＭＣＡ三条本

館で、京都部地域奉仕・環境委員会を行いました。

各クラブの地域奉仕委員長が集まり、意見交換等を行

いました。内容は10月１，２、日開催する、エイズ問題

の案内等と今期のＣＳ活動予定についてを話ました。お

よそ1時間３０分の会議でした。

地域奉仕・環境主査の堤様の意気込み等も感じられ、

少し緊張して時間を過ごさせて頂きました。

９月４日（日）記録的な豪雨で各地に被害をもたらし

た台風12号の接近で、天候が心配されていたところ、当

日朝は雨も一時的に上がり、曇り空にて、リトセン秋の

準備ワークは予定通り実施されました。実のところ、てっ

きり中止かと思い、テンション低く半信半疑？で向かっ

たところ、現地には多くの人々がすでに集合しており、

やる気満々で、皆さんさすがワイズメン！と恥じ入った

次第です。

ウエストクラブは恒例のメインロッジと新宿泊棟の清

掃担当。ウェルクラブの女

性メンバー２名も加わって

いただき、各部屋の掃除機

かけ、窓ふき、網戸洗い、

水回りや建物周辺の清掃、

草刈りetc．を行いました。

お昼はみやびクラブさん特

製カレー（バナナ付）を美味しく

いただき、食後、早目の解散とい

たしました。帰りの車中で雨が豪

快に降り出し、まだ残って作業さ

れているクラブさんにはさぞ大変

なことだっただろうと思いました。

（参加者：島田、安平、中原、加藤、塚本、安田、久保

田、桂、岩本、河合）

まず最初に岩本伸介ワイズの母上様が亡くなられまし

た。心よりご冥福をお祈り致します。

１９名でｵｰﾌﾟﾝ役員会が行われました。今回は議案は無

しでした。その変わり、竹林の整備、機材導入、ワーク

の方向性とか話し合いが沢山有りました。

今一度、ワークのあり方を考えてみようという事で終

わりました。

京都部の次時期の部長に桂ワイズというお声も上がりま

したが御本人難色で・・・

ポテトファンドの件でも去年より各自１０個多くを目標

にとハッパがかかります。

ＨＰのサーバーを変更した為設定がうまくいかずメール

が届かないメンバー続出です。

私もその一人です。その為、安平ワイズが大変ご苦労さ

れています。本当に気の毒です。

あとは各報告などで委員会も終了いたしました。

北山通大宮角の「一寸法師」で開催された標記会に森

田御大委員と２名で参加した。出席者は、西宮からはる

ばる駆け付けた広瀬一雄交流事業主任をはじめ、前登部

長、今村隆宏交流事業主査ら京都市内１６クラブ中１４

クラブから合計４２名という盛況であった。

広瀬主任、前部長、船木次期部長らの挨拶後、会食を挟

んで今村主査の司会進行により、各クラブの交流事業報

告及び多様な出席メンバーの紹介が行われた。和気藹藹

の雰囲気の中、会は大いに盛り上がり、クラブを超えた

メンバー間の交流が図られ、他クラブ訪問の足がかりが

得られるとともに、焼き肉を満腹して、２日後の京都部

会に向けての英気（スタミナ）を養い、健闘を誓い合う

格好の前哨会となった。

ドッコイセの掛け声

で知られる福知山音頭、

うり坊とみわちゃんで

全国区になった動物園

で知られる福知山で9月

１１日に開催された今

期の京都府部会に参加

しました。

当日は朝から日本晴れ、立山ワイズの車に同乗させて

貰い途中、丹波のドライブインで他のワイズと合流、他

のクラブは３台のバス来られていた。会場の三段池体育

京都部地域奉仕・環境事業委員会 8月27日（土）

地域奉仕・環境委員長 岩本 伸介

リトセン秋の準備ワーク ９月４日（日）

ファンド委員長 河合 久美子

第一例会（オープン役員会） ９月８日（木）

ＥＭＣ委員長 金澤 典子

京都部会 ９月１１日（日）

会計 加藤 秀行

京都部交流事業懇親会 ９月９日（金）

交流IBC/DBC委員 草野 功



館には1０時に到着、すぐに開会式が始まり各クラブの

バナーセレモニー等の進行は福知山成美高校の吹奏楽

の演奏で進み競技開始となり４人１チームでフリース

ロー種目に参加するも敗退、次にカーリングの板張り

版のユニカールに参加この種目は作戦が必要でいいと

ころまでいったが敗退、続いて玉入れに参加も完敗、

紙飛行機飛ばし、卓球も敗退したが、フリースローの

Ｂチームが安平ワイズの根性の一発で優勝してウエス

トクラブのメンツを保った次第です。

今回の運動会形式の京都部会は親近感が増し交流が

より深まるのではないでしょうか。

しかし身体はドッコイセじゃなくてドッコイショ。

9/16 焼肉 「李香」にて、開催かれました。西日

本区からは、辻野広報事業主任が参加されました。主

任からはリーフレットの活用アピールがあり、倉田主

査からは京都部HPへのアクセス依頼がありました。そ

の後は参加者一人一人の挨拶をし、美味しい肉をいた

だき交流して参りました。今後のアピールとして１２/

９にワイズIT講習会を開催予定。多くの参加をお願い

しております。アナログの私ですが、これを機会に、I

Tにもう一歩ふみこみたいと思います。誰か一緒に行き

ましょう。

前日からの台風12号が、近畿地方に接近（暴風警報

の予想）の予報もあり ワークが中止される可能性も

あった中、当日は予想に反し見事に近畿（特に京都市

内）は通り過ぎ早朝より晴天となりました。 気温も

さほど暑くなく、島田会長の挨拶があり 熱中症と水

分補給の注意事項の後、 先月の刈った雑草も予想に

反し長く延び、又一から雑草刈り・竹林伐採・枝の焼

却に其に別れ 作業が始まりました。今回は中原ワイ

ズがマイ草刈機の持参され、雑草刈りがかなりの速さ

で進められた模様でした。休憩時に森田ワイズの何時

もの口癖の様に「この雑草 何とかならんのかなぁ～！！

除草剤まいたらあかんのかなぁ～」それと「早くメ

ンバーを40人にして交代制にして月に2回程度のワーク

にしたらどうだ・・！？」言っておられました。途中

休憩も含み二時間は、アッと言う間の作業だったと私

は思いました。でもやっぱり上下共服は汗でビショビ

ショになりましたが 清々しい気分で帰路に付きまし

た。参加された皆様 暑い中ワークご苦労様でした。

今日はメネットソングで９月例会が開催されました。

久しぶりにお会いするメネットの皆様方あちこちで会話

も弾んでいます。司会はベテランの金澤ワイズ。 冒頭

に９月の総会が開催され、２０１３．７～２０１４．６

年度京都部長に桂ワイズを推挙する件が全員一致で承認

されました。クラブの活性化を目標に、全員で支援して

いきたいです。桂ワイズが京都にどんな新風を起こして

くれるのかたのしみです。 京都部メネット主査山中山

さんからは、１０月９日合同メネット例会のアピールが

ありました。ゲストは古川氏、山田さんでした。講演は、

筆跡心理士の中村喜美代さんで、「筆跡を変えれば自分

も変わる」と題してお話を伺いました。各自が同名の宛

名を書いて置いて、その書かれている字が「開運文字」

かどうか解説されました。自分の書いた文字と比較しな

がら面白く拝聴しました。「松下幸之助」のサインなど

良い例として挙げられ、「大小大小」とリズムをつけて

書くことや、ゆとりのある字が大切であるなどユニーク

なお話でした。パソコンやインターネットの時代なかな

か字を書く機会が少なくなりましたが、自分の名前ぐら

いは心して書いてみたいです。（今更、遅いかもしれま

せんが・・・。）

京都部広報懇親会 ９月１６日（金）

ブリテン・広報委員長 岩本 敬子

竹林ワークだより ９月１７日（土）

ＥＭＣ・ドライバー委員 安田 繁治

第二例会（メネット例会） ９月２２日（木）

地域奉仕・環境委員 大西 光子



 

「公益財団法人京都ＹＭＣＡ」スタート

10月3日に、かねてより申請をしておりました

「公益財団法人」へと移行いたします。

これまで皆様にご説明してまいりました定款、会員

制度の変更が申請通り認可され、更にはＹＭＣＡの

諸事業が公益事業であることが、あらためて認めら

れました。登記の後公示され、税制優遇などもされ、

これまでにもまして皆様をはじめ広く市民の支援を

得やすくなります。しかし、これまで以上に社会か

らの期待が高くなり、責任も大きくなると考えてい

ます。 法人組織として会員組織としてのみならず、

一人ひとりの会員・ボランティアそしてスタッフと

して、ＹＭＣＡおよびワイズメンズクラブの運動を

推進することを通して、社会の課題解決に向けて歩

みを強めるチャンスでありターニングポイントとし

たいと思っています。新生「京都ＹＭＣＡ」をどう

ぞよろしくお願いいたします。

京都ＹＭＣＡ総主事 神﨑 清一

１．京都ＹＭＣＡ国際協力キャンペーン

日 時 ２０１１年１１月６日（日）

２．ウインタープログラム受付開始

<スキーキャンプ・デイキャンプ>

受 付 ◎会員優先 １１月４日（金）

～８日（火） 午前１０時～午後６時

<鉄棒・とびばこが好きなる教室> 会員優先受付

受 付 ◎ 会 員 １１月１０日（木) 午前１０時

３.平和の集い ほんとうのことが知りたい ２回

連続シリーズ 放射能のからだと食にあたえる影響

第１回 福島で何がおきているのか、放射能の

健康にあたえる影響

≪日 時≫ １０月１５日（土）午後２時～４時

小さい子どもを抱えた親の立場から、福島で起こっ

たことまた起きていることについて福島から京都に

避難してこられた西山さんにお話いただき、引き続

き放射能が人体に及ぼす影響について特に子どもへ

の影響について医師の立場から、三宅成恒さんにわ

かりやすく解説いただき、参加者との間で質疑応答

を行います。

第２回 食の安全は守られるのか

≪日 時≫ １０月２９日（土）午後２時

～３時３０分

原発事故のあと、食肉から魚、茶葉、野菜にお米

と次々に放射能の汚染の可能性が伝えられ私たちの

食卓に放射能の影が忍び寄ってきています。実際の

ところ私たちの食品の安全はどう確保されるのか。

京都生協でその事に取り組んでおられる佐々木さん

にわかりやすくお話いただきます。

※いずれも会場は京都ＹＭＣＡです。

入場無料 どなたでもご自由に参加していただけま

す

４.リトリートセンターオータムフェスタ

日時 １１月２３日(水・祝)

場所 京都ＹＭＣＡリトリートセンター

電話(０７７４)２４－３８３８

入場料 チケットをお求めください。大人(中

学生以上)２，０００円・小学生１，０００円・幼

児無料

５.ボランティアセミナーのご案内

がん患者さんとそのご家族へ 第57回

日時 ２０１１年１０月１５日(土) 午後７～９時

場所 京都ＹＭＣＡ(三条柳馬場)

参加費 お一人 ３００円(お茶代等)

お申込は 京都ＹＭＣＡ

(０７５)２３１－４３８８又はvb@kyotoymca.or.jp

２０１１年１１月スケジュール

11/1 火 三役会 19：00
リトリート
センター

11/3 水
ＹＭＣＡ
学園祭

後報
京都三条
ＹＭＣＡ

11/6 日
ﾜｲｽﾞﾃﾞｰ
街頭募金

後報
京都三条

ＹＭＣＡ集合

11/10 木
オープン
役員会

19：00
京都三条
ＹＭＣＡ

11/19 土 竹林ワーク 9：00
長岡京市

竹林

11/20 日
みやこふれ
あい祭り

9：00 西院中学校

11/23 水
ﾘﾄｾﾝ

ｵｰﾀﾑﾌｪｽﾀ
後報 リトリートセンター

11/24 木 通常例会 19：00
京都ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ

＆ｽﾊﾟ

２０１１年１０月スケジュール

10/4 火 三役会 19：00
京都三条
ＹＭＣＡ

10/6 木
オープン
役員会

19：00
京都三条
ＹＭＣＡ

10/15 土
ポテト
ワーク

8：00
田中運輸㈱
第三駐車場

10/20 木
新入会員
増強例会

19：00
京都ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ

＆ｽﾊﾟ

10/22 土 竹林ワーク 9：00
長岡京市

竹林

ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ

10月 Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ

鈴木けいこﾒﾈｯﾄ・立山益子ﾈﾒｯﾄ

塚本由美ﾈﾒｯﾄ

10月 Ｈappy Anniversary

加藤秀行・昌実夫妻

松本忠正・純子夫妻


