
「「求めなさい。そうすれば、与えられる。探しな
さい。そうすれば、見つかる。門をたたきなさい。
そうすれば、開かれる。」

マタイによる福音書第7章1節

メンバ－全てがＴＯＦ・ＣＳ・ＦＦ資金のシステム、
意義、活用方法を充分学習することにより資金の効果
的活用を計りワイズ活動を活性化しましょう。」

戸所 岩雄地域奉仕・環境事業主任

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」「私が危惧する事」

ＥＭＣ・ドライバー委員 塚本 勝巳

私は不動産賃貸業を営んでおり

ます。世間の人より痛切に感じ

る事があります。

それは最近つくづく「学生さ

んが少なくなった」と感じる事

です。

先日、成人式が各地で華やか

に行われました。昭和４４年、

私が生まれた年には新成人は約

２２０万人！今年の新成人は約１５２万人。６８万人も

の人が減少しています！（これは鳥取県の人口より多い

数です）肌で感じる方は少ないと思いますが私の業界で

はかなり感じています。

これじゃ「一人暮らしをする学生も減る一方だ！」

「物件は増え続け、人口が減る、これでは空室が増える

のも当たり前だ！」将来、今の子供達は高齢者を支えて

いけるのだろうか？そんな事ばかり考えてしまいます。

私の思いですが、どんどん外国のかたを日本に招いた

らどうか？と思います。

現在、世界の人口は一日で約２０万人も増えています。

人口が減少している日本に少しでも活気と共に来ても

らえれば！

確かに思想、宗教、言葉の問題と様々な障害があると

思いますが、プロ野球でも、Ｊリーグでも大相撲でも、

日本人だけでは面白くない！成り立たない！そんな時代

が来ているのではないでしょうか？

ボランティアとして、困っている方々をサポートする

ボランティアだけではなく、日本に来られた外国の方々

のサポートというボランティアも考えられるのではない

でしょうか？

先日、田舎の相続を頼まれた時、「無料でいいからこ

の家に住んでもらえる方を探して下さい」と言われまし

た。先代からの家が朽ちるのが嫌だからだそうです。現

実、空き家になると家は朽ちていきます。財産が財産で

なくなってしまいます。人に貸したり、売ったりするか

らこその財産であり、貸す人、売る人がいなければ財産

とは言えません。

日本が残していかなければならないのは、人種ではな

く、この素晴らし風土と長い間培われてきた文化ではな

いでしょうか。

「強い義務感を持とう！義務は全ての権利に伴う」

２
NO. 384

2012年2月号

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

24名

0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

20名

1名

0名

0名

0名

合 計 21名

第二例会

メ ン

メネット

コメット

ゲ ス ト

ビジター

20名

0名

0名

2名

28名

合 計 50名

ニコニコ

11月繰越

第一例会

12月例会

1月例会

81,718円

0円

20,000円

9,000円

累 計

ファンド

ポ テ ト

水 ナ ス

み か ん

ケ ー キ

ｻ ｸ ﾗ ﾝ ﾎ ﾞ

ダ ン ス

がんばろう東北

642,659円

0円

38,645円

7,360円

0円

0円

3,150円

合 計 691,814円110,718円

今 月 の 聖 句

西日本区強調月間標 語

91.6％

ﾒｲｸｱｯﾌﾟ含む

前月出席率

91.6％



３クラブ合同新年例会です。

今回のホストはウエスト。塚

本ＰＴ委員長のもと、仮装め

んいでの例会との事でした。

が、クラブにより温度差が少

しあったかなぁ～

花咲か爺さんではなく水戸黄門様やピッコロ・べジー

タ・プロレスラーにジャック（私です）お姫様・ハロウィ

ン等々一番凝っていたのはやはり、ウエストチームでし

た。

第１部はみやび・洛中の会長の獅子舞に始まり、ウエ

スト島田・安平チームの連獅子。とても盛り上がりまし

た。彦根シャトークラブと長浜クラブからも数名参加い

ただき、西日本区大会の熱いアピールも有りました。挨

拶の後は美味しいお食事で交流です。

第２部から対抗ゲーム。まずはかるた。お台がウエス

トメンバーに有利になってしまい、優勝ウエスト。クラ

ブ対抗羽根つきの優勝は洛中、最後は○×問題、個人優

勝は大野メネット。

そして総合クラブ優勝は洛中クラブでした。豪華賞品

が次々手渡されます。

ベストドレッサー賞は舞子

さんの岩本伸介ワイズ。

少し大きめの舞子さんでし

たが（笑）新年からウエスト

のチームの良さが出た楽しい

例会でした。二次会も大いに

盛り上がりました。

1/12 三条ＹＭＣAにていつも通り、各事業委員長お

よび委員から事業の報告がされました。

そして昨年から提案されたIBC/DBC委員森田ワイズよ

り、 ヘキサゴン、仙台YMCA併設幼稚園での被災孤児支

援について、クラブとしては基本的に支援に取り組む意

思統一を図りたいと熱い思いを語れました。

役員会では、情報および詳細資料を提出して再度検討

するということとなりました。

そして、総会に移り、今期の上半期事業報告が承認さ

れ、上半期会計報告は2月役員会に継続審議となりまし

た。又、次々期会長が塚本ワイズ、次期三役承認となり、

次期は、もうすでに動き始めていると、実感。次期市橋

会長にエールを送りたい。

１月１４日（日）今年最初の

竹林ワークが長岡のフィールド

でありました。

意外と風のない天候にめぐま

れて、久しぶりに竹林ワークに

参加しました。

役員会の折竹林ワークで御ぜ

んざいがいいな～と言うお声に、

作業のお手伝いができないので、

これ位はお手伝いできると早速

あずきを炊き、お餅も朝搗きた

てを持参。加藤メン、安田メン

に焼き手に回ってもらいました。

お餅の焼き具合を見て“砂糖醤油がいい”“醤油”だ

けがいい“きなこ”もと。

それぞれのお好みを口ぐちに まるで子供になったよ

うになりワークの、疲れもひと時ゆったりとした時間の

ながれにおぜんざいに舌つづみをうち温まったところで

解散となりました。

毎回参加のみなさま本当にお疲れ様でした。

１月２９日（日）しょうざんボウルにて、第９回京都

部チャリティーボウリング大会が開催されました。

１５時スタートの為、到着時には日本庭園も小雪まじ

りの風が吹き寒さを感じました。

今回は京都めいぷるクラブさんのホストで約２３０名

の参加でした。

各レーン人数配分は詰め詰め

で、５名投球のレーンも数か所

あり、会場はたいへんにぎわっ

ておりました。

京都部部長 前登様、地域奉

仕・環境事業主任 戸所岩雄様

の挨拶の後ゲームがスタートしました。

私は桂ワイズのマゴメット、小夏ちゃんとパパ、そし

て私の長男和弘と４名一緒のレーンでした。

小夏ちゃんの身長からは、ボウリングのボウルがとて

も大きく見えました。

新年例会 １月７日（土）

ＥＭＣ委員長 金澤 典子

竹林ワーク １月１４日（土）

特別メネット 鈴木 けいこ

オープン役員会 １月１２日（木）

ブリテン・広報委員長 岩本 敬子

ＣＳﾁｬﾘﾃｨｰﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ １月２９日（日）

Ｙサ委員 野田 泰伸



小さな手で大きなボウルをかかえて精一杯投球し、

見事ストライクもあり２ゲームを投げ切ることが出来

ました。

和弘はスペシャルオリン

ピックスのボウリングプロ

グラムでの練習の成果があ

り、安定した投球でした。

残念ながら個人、団体戦

共ウエストクラブは上位入

賞は出来ませんでしたが、

第１０回大会までには練習を積んでスコアアップしま

しょう。

飛賞の特別賞は塚本ワイズ

と野田が頂きました。

あまり体を動かすことがな

い近頃、こうしてスポーツを

することによってチャリティー

となることは有意義な事でし

た。

参加者：メンバー１０名、メネット１名、コメット３

名、マゴメット１名、ゲスト１名。

荻原EMC事業主査の司会のもとEMCシンポジウムが行

われました。

参加人数は６０数名でした。前京都部部長の挨拶か

ら始まり、メンバー数の増減の説明や５００名という

目標のお話、クラブを盛り上げる為にいかにメンバー

数を増やす必要が有るのかを熱く語られました。

各クラブの新メンバーが入会したきっかけやタイミ

ング等いろんな意見の交換も有りました。

２時間でしたが鍋を囲んでの懇談会はとても有意義

な時間でした。

《京都府私立学校教育功労者表彰》

「京都府私立学校教育功労者表彰」を森田恵三さんが

受賞されました。

この表彰は京都の私立学校の振興に功績のあった方

に京都府より贈られるもので、今年は京都ＹＭＣＡ学

園の評議員会議長として長年に渡りお支え頂いた森田

惠三さんに贈られました。

12月2日（金）に京都私学会館で授与式が行われ京都

府文化環境部文教課課長より森田さんに表彰状と記念

品が渡されました。

《チャイルド・ユースサポート章》

京都ＹＭＣＡが京都府の推薦により内閣府より「チャ

イルド・ユースサポート章」をいただきました。

この章は子ども・若者を育成支援する活動等で顕著

な功績のあった者に対する内閣府の表彰（子ども若者

育成・子育て支援功労者表彰）へ推薦のあったものの

うち、広く社会に紹介すべきと認められた方へ贈られ

るもので今年は全国18団体及び個人へ贈られることに

なり京都ＹＭＣＡも長年の青少年の育成活動に対して

いただきました。

団体の活動内容が内閣府の作成する事例集により広

く紹介されることになります。

12月18日に京都府公館において授与式が行われまし

た。

ＹＭＣＡの願い

京都ＹＭＣＡ 総主事 神﨑 清一

YMCAでは、全国各地での事業ならびに運動の指針と

して「ＹＭＣＡの願い」を礎として取り組んでいます。

YMCAの願い

ＹＭＣＡでは活動を通して次のことを学びます。

「自分のいのちとみんなのいのちを大切にすること」

「世界、地域のひとりとして責任があること」

「世界と地球を見つめ、考え、行動すること」

「ボランティア精神とリーダーシップを身につけるこ

と」

「すこやかな心とからだを育むこと」

ＹＭＣＡでは、これらを実現するために、

「思いやり」「誠実さ」「尊敬心」「責任感」をすべ

ての場面で大切にしています。

東日本大震災以降、新しい生き方が求められていま

す。世界的にも経済、環境ならびに政情の不安定さな

どが混沌とした中で、YMCAの願いに基づく生き方が、

今まさに必要であると認識しています。

さて、創立記念会員集会では、仙台YMCAを拠点とし

てのこれまでのYMCA・ワイズメンの働き、そして、こ

れから求められていることについて共有させていただ

きます。

また、２月には台湾台中YMCA、韓国仁川YMCAにグロー

バルコミュニティスタディーツアーとしてリーダーが

派遣されます。３月にはYMCAで育まれた卒業リーダー

が巣立っていきます。それぞれをいつもお憶えいただ

きお支え頂いていますことを感謝いたします。

1．新年度プログラム募集

子供たちのウエルネスプログラムの新年度募集を行い

京都部ＥＭＣ事業ｼﾝﾎﾟｼﾞｭｰﾑ １月２７日（金）

ＥＭＣ委員長 金澤 典子

☆ 表彰 ☆
「京都府教育功労賞」

「チャイルド・ユースサポート章」

ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ



 

ます。

２.春休みスキーのお知らせ

春休みのスキープログラムの参加者募集中。

春の陽気の中でシュプールをえがきましょう。是非ご

参加ください。

３.春休み小豆島少年少女キャンプ参加者募集中

カヌー・ヨット・釣りなどのマリンｽﾎﾟｰﾂ、磯観察やク

ラフトなどのプログラムの中から、グループ毎に選択

して楽しみます。神戸ＹＭＣＡの子ども達と一緒にキャ

ンプを過ごします。きっと新しい友達がたくさんでき

るでしょう。

４.２０１１年度卒業生リーダー祝会のお知らせ

今年も多くの少年リーダーが社会に巣立とうとして

おります。ＹＭＣＡでの活動に捧げていただいた労力

と時間は、明日をつくる子どもたちの大きな糧となっ

たに違いありません。情熱ある働きに感謝するととも

に、ＹＭＣＡでの経験が今後にいかされることを祈っ

てともに祝いたいと思います。

５.創立１２３年会員集会

６.春休みスイミング・デイキャンプ・鉄棒とび箱が好

きになる教室ご案内

７.第９回 発達障がい児理解セミナー ～発達障がい

の子どもを社会とつなぐために～

８.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６１回 苦しみ、悩

み、不安を共有しませんか。

この会は患者さんとそのご家族が抱いている苦しみ

や悩みについて、患者さん同士、そのご家族同士が話

し合い、がんとうまく付き合うための情報交換の場で

す。

２月 ＨａｐｐｙＢｉｒｔｄａｙ

加藤秀行ワイズ

桂厚子ワイズ

桂五郎メネット

角谷雅子メネット

久保田展史主事

２月 Ｈappy Anniversary
安平知史・春美夫妻

２０１２年２月スケジュール

2/7 火 三役会 19：00 後報

2/9 木
オープン
役員会

19：00
京都三条
ＹＭＣＡ

2/18 土 竹林ワーク 9：00
長岡京市

竹林

2/23 木 ＴＯＦ例会 19：00
京都三条
ＹＭＣＡ

２０１２年３月スケジュール

3/6 火 三役会 19：00
京都三条
ＹＭＣＡ

3/8 木
オープン
役員会

19：00
京都三条
ＹＭＣＡ

3/17 土 竹林ワーク 9：00
長岡京市
竹林

3/22 木 通常例会 19：00 ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ＆ｽﾊﾟ

☆１月役員会議事録☆

司会：中原書記

報告事項

1 議事録作成者指名 安平Ｙｻ委員長

2 前回役員会議事録承認の件（立山Dr委員長12/8提出

済） 自動承認

3 12/10（土）みかんファンド・竹林ワーク報告

4 12/16（金）YMCAクリスマスロビーコンサート・キャ

ロリング

5 12/17（土）クリスマス例会報告

6 12/26（月）ウエスト忘年会報告

7 1/7 （土）ＷＲＭ３クラブ合同新年例会報告

8 1/14（土）竹林ワークについて＋イベント+表彰

9 1/27（金）京都部ＥＭＣシンポジウムについて

10 1/29（日）京都部チャリティボウリング大会につい

11 1/10 半年報提出の件

12 1/30 Ｂｆ現金納入締め切り

13 西日本区大会登録締切りについて

14 ヘキサゴン、仙台YMCA併設幼稚園での被災孤児支援

について

15 各事業委員会報告

16 東京ひがしクラブ 鈴木ワイズが退会をされた。

協議事項

他クラブ関係

1 大阪高槻クラブ30周年記念例会のお誘い 4/15 高

槻からすまホテル

2 4/22 京都パレスクラブ40周年+1年例会 ホテルオー

クラ

ＹＭＣＡ関係

1

京都部関係

1 2012.2/15 クラッシックコンサートの集い

2 京都部部費値上げの件 ￥3000→￥3600 とする

3 東日本大震災復興支援チャリティゴルフ大会 3/18

シガセンチュリーゴルフクラブで開催。

役員会議案 （定数確認１２名に対し ８名参加

＋２名の委任状で役員会は成立）

議案１、12/31付けをもって、笹山信康君を退会とする。

承認


