
3月10日に西日本区次期会長・主査研修会に参加し
てまいりました。西日本区の次期クラブ会長、部長、
主査、主任が一同に会しての研修会です。これまでク
ラブ外の行事に単独で参加するようなことがなく、ま
た殆どお話したことがない方ばかりの集まりでしたの
で、行く前から緊張していました。しかし実際研修会
が始まると、ひきしまった空気の中、講演・講義がど
んどん続き、久しぶりに長時間、まじめに勉強させて
頂くこととなりました。中でも印象深かったのはパレ
スクラブの重鎮、御年73歳の大野ワイズの講演でした。
少しご本人の言葉とは異なりますが僕なりに理解した
内容を一つ紹介します。
”奉仕することばかり考えてると疲弊する。まずはメ
ンバー同士が親睦を深め、そこで生まれるパワー・余っ
た力を奉仕に向ける、それくらいでないと長く続かな
い！”
本当にその通りだと思います。よく人から「ワイズっ
て何の団体？」と聞かれると「社会人の奉仕クラブ、
主にYMCA～」と答えてしまいますが、これからは「社
会人の交流クラブ、奉仕活動もしてます～」くらいで

行こうと思います。今もクラブ内では東日本震災復興
支援で、仙台YMCA幼稚園の奨学金支援について協議し
ていますが、無理をすると絶対続かないし、支援の性
質上、途中で辞めづらいものですので、やはりある程
度、余裕をもって取り組まないといけないと思います。
そのためにも良いアイデアがでるまでしっかり協議を
重ね、また賛同してくれる新しい仲間をもっと集めて
いかなければなりません。

そこで「会員増強」となりますが、僕はこの言葉が
好きではありません。何か会員を増やすことが第一の
目的にように思えるからです。そうではなく「同志を
増やし、共に有意義な時間を共有すること」が大事な
のじゃないでしょうか。

まだ少し字数がいけそうなので大野ワイズのお話か
らもう一つ、「ワイズには定年がない。どんどん新し
いメンバーが入ってくることにより、様々な年齢層の
人々と交流ができ、エネルギーがもらえるので、同年
代の人よりも老けない！」ワイズ活動はアンチエイジ
ングにも効果があるようです。

「隣人を自分のように愛しなさい」

マタイによる福音書第22章39節

ＹＭＣＡサービスはワイズ活動の根幹です。
より一層のサポート体制の向上に努めましょう！

藤川 洋Ｙサ・ユース事業主任

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

「強い義務感を持とう！義務は全ての権利に伴う」
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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

Goal”「理想を目指して変革と行動！」

Let's try！
～ウエストの未来をみんなの手で～
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今 月 の 聖 句

西日本区強調月間標 語

会 員

功労会員

特別ﾒﾈｯﾄ

26名

出席率88％
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ含む
前月出席率
95.8％

『次期会長研修会に参加して』 副会長 市橋清太郎



延び延びになって

いました１泊例会が

遂に開催されました。

3月3日13時30分に草

津SAに3台の車に分乗

して１7名のワイズが

定刻に到着しました。

一路日間賀島への玄

関口、片名港のホテ

ルの駐車場まで途中

１回の休憩をはさみ

約2時間のドライブ、

島まで海上タクシーで

1０分の距離、対岸か

ら見える島はビルが建

ち並びいささか思い描

いた風景とは違った印

象であったと思います。島に着きすぐに公民館にて

例会が開催されました。いつもの進行で進み次々期

京都部部長が確定している桂ワイズの意気込みを語っ

て戴き、事務局長に中原ワイズ、書記に安平ワイズ、

会計に島田ワイズ、Ｙサ主査に河合ワイズが発表さ

れ重責ではありますがウエストために頑張って下さ

い。他のワイズもアシスト出来る事は協力しましょ

う。続いて東北大震災支援の奨学金の件に移り森田

ワイズより資料の基に説明があり、ウエストとして

は支援自体は参加の１７名は賛成の意向であったが、

支援金の額、人数、時期等の具体案は三役会で協議

後、オープン役員会にてウエストの全員に計る事に

なりました。そして竹林ワークの件ではいつも同じ

メンバーであり竹林のビジョンが見えて来ない現状

を打破するためにプロジェクトチームを編成して毎

月行うこと、目的を決めてワークを進めていく方向

で意見がまとまりましたがオープン役員会で協議さ

れる事になるでしょう。さてお楽しみの夕食タイム

は1９時開始、伊勢海老、てっさの造りがテーブルに

並びさらに茹蛸、もずく、ふぐのから揚げ、てっち

り等の地産地食を味わいました。朝食もしかりでし

た。翌日はさかな広場に寄ってから現地解散となり

ました。ドライバーの中原ワイズ、塚本ワイズ、安

田ワイズ2日間お疲れ様でした。乗客の一同大変感謝

しております。

2012年3月8日(木)19：00から、三条ＹＭＣＡにて、

3月度オープン役員会が行われました。

今月は、役員会の議案に加え、臨時総会や報告事

項が多くありました。まず報告事項や協議事項が進

められて、楽しかった一泊例会の議事録に、東日本

大震災幼児支援奨学金について、熱くディスカッショ

ンされました。

役員会の議案で、ヘキサゴンＤＢＣの担当に森田ワ

イズが了承され、難関の臨時総会で会計の中間報告

が報告されました。会計は大変ですね～！と定刻の2

1：00終了！

3月11日（日）2011年度 京都YMCAリーダー卒業祝

会に島田会長の代理として参加してきました。

第一部、厳粛な雰囲気の中でのセレモニー。第二部

は卒業リーダー紹介。第三部は祝賀パーティーの当

日は3部構成...

今年度は24名の卒

業生が卒業されま

した。前年度は会

長という立場で参

加し2年連続で出席

させて頂きました。

沢山の祝辞が卒業

生へ贈られ、なん

とも和気藹々とした雰囲気の中、卒業生、ひとりひ

とりが、今までの学園生活の想いや、後輩達に捧げ

る言葉、そして今後の抱負をスピーチされました。

涙ぐみながらも、しっかりと自分の想いを発信され、

若いパワーを感じました。若いって良いですね～！

今後、各方面で活躍されるかと思いますが、山あり

谷あり.....いろんな事があるかと思いますが、精一

杯！頑張って頂きたいと思います。

卒業生の皆様！おめでとうございました！！

3月18日（日）東日本大震災復興チャリティーゴル

フ大会がセンチュリーシガゴルフクラブで京都トゥー

ビークラブのホストの下で参加者75名で開催されま

した。

天気はくもり時々小雨と言うコンデションでした

があまり寒くなかったので助かりました。

ウエストクラブからは、安田ワイズと立山の2名が

参加、In３組スタートで他クラブからグローバルク

ラブの伊藤ワイズが入り0B有り、池ぽちゃ有り、バ

ンカー有りでしたが３人で楽しく18ホール回ること

が出来ました。

成績は安田ワイズが33位、私立山が45位と本来の力

が少し出せなかったかと思う結果ではありましたが？

なんと後半のNo7ホールで安田ワイズがドラコンを獲

得。このティーショットは良く飛びました推定飛距

一泊例会 3月3～4日（土・日）

会計 加藤 秀行

京都YMCA創立123周年 3月11日（日）

Yサ委員長 安平 知史

オープン役員会 3月8日（木）

書 記 藤居 一彦

東日本大震災復興ﾁｬﾘﾃｨゴルフ 3月18日 （日）

ドライバー委員長 立山隆一



離290y、流石ドラコン王安田です。

参加者75名がプレ－から上ったのが18:30それから

表彰式へと移り終わったのが19:00を回っていました。

優勝トゥービークラブ水野ワイズ、2位プリンスク

ラブ岡西ワイズ、レディース優勝京都クラブ石川ワ

イズでした。参加された皆さん、ホストクラブの京

都トゥービークラブのメンバーお疲れ様でした。有

難うございました。 （今回の収益金は178,500円で

した。）

３月３日土曜日、

エミナース京都に

森田直子ワイズと

私の２名で行って

きました。内容は

京都ウエストワイ

ズメンズクラブが、

社会福祉法人京都

市西京区社会福祉協議会で表彰されたことです。過

去５年以上一つのボランティア活動を継続し続けね

ば、もらえなく。我々ウエストクラブがそこで認め

られたと言うことは、とても喜ばしく良いことだと

思いました。今後とも継続し続けて行かなければと

感じました。

３月２４日土曜日、久々の竹林ワークを行いまし

た。参加者は７名でした。当初は、曇りだったので

すが、途中から雨に変わり足場の悪さに気をつけな

がらの作業でした。ワーク内容は、笹の消却と看板

の設置を前半に行い後半は、初の竹の子堀をしまし

た。皆さん夢中で掘り安田ワイズの指導のもと計２

８～３０本近く取れました。４月の中旬まで掘れる

みたいなので、次回の竹林ワークも掘りたいもので

す。もう、晴れの日が多くなる季節だと思いますの

で、皆様の参加をお願い致します。

予想以上にたくさんの参加者が集い、今年もラボー

ル京都にて盛大にウエストワイズメンズクラブ・チャ

リティダンスパーティーが開催されました。 私は

相変わらずステップにとまどいを感じざるをえませ

んでした。

ここで現地で実際に発生したラストハプニングを

ご紹介したいと思います。 私もそこそこ注目して

いただきましたが、ウエストの代名詞である塚本ワ

イズに関するこんなことは二度と発生することはな

い程の珍プレイを残念ながら来られなかった人へ、

ご披露したいと思います。

ダンスを踊り終えた後の、お楽しみ抽選会の中の

後に呼ばれた景品のデジタルカメラを当てたのが6

1番・塚本ワイズだったのですが、実はこの景品を提

供されたのもご本人・塚本ワイズだと後からわかっ

たのです。

渡される金澤先生も、思わずマジーッと叫んでおら

れたのが実に印象的で私も思わず、塚本ワイズの背

中をたたいてそんなんもらっていいのと冗談で訴え

ていました。ブーメラン現象といいましょうか実に

奇跡的でした。

ご参加された皆様、お世話になったスタッフの皆

様に大変感謝しています。

京都ＹＭＣＡ 総主事 神﨑 清一

YMCAはこの4月より、いよいよ「公益財団法人」とし
て本格的にスタートいたします。今あらためてYMCAの
「使命」について議論を深めつつ、YMCAの「独自性」
を社会へ発信し、私たちの「強み」をより強化をする
ことを目指し、歩みを始めようとしています。
YMCAの強みとして、100年を超える世界的なＮＧＯ（非
政府組織）として認められていること、そしてキリス
ト教を基盤とした団体であることを明確にしつつ、
「開かれた会員組織」であることがあげらます。そし
て、その会員お一人おひとりが会員組織であるYMCAに、
会員としてオーナーシップを持って参画できることが、
大いなる「強み」であり「独自性」であると考えてい
ます。
その具現化に向けて、YMCAに連なる総て人々がメンバー
シップバイデザイン（計画的な会員養成の考え）に基
づき歩みつつ事業推進をはかることが求められます。
ワイズメンおよびワイズメンズクラブとしても、「私
の、私たちのYMCA」として積極的にこれらの強みを利
用し、生かしていただければと考えています。

１.卒業リーダー祝会ご協力感謝
卒業リーダー祝会に、在京ワイズメンズクラブより多
額のご寄付を賜り、感謝申しあげます。
おかげさまで今年も２５名のボランティアリーダーが
巣立ってゆく姿をみなさまとともに祝うことができま
した。いただきました寄付金は記念文集や写真、祝会
の運営費として用いさせていただきました。
ありがとうございました。

2．奉仕活動基金のご協力のお願い
奉仕活動基金は、地域における奉仕活動、障がいを持
つ人たちへの援助、ボランティアリーダーの養成など、
さまざまな活動に用いさせていただいています。今年
も下記のとおり行いますので、ご協力くださいますよ
うお願いいたします。
キャンペーン期間2012年4～6月/1口 1,000円

ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ

ウエストチャリティダンス 3月25日（日）

地域奉仕委員 福田 英生

西京区社会福祉協議会表彰式 3月3日（土）

地域奉仕委員長 岩本 伸介

竹林ワーク3月24日（土）

地域奉仕委員長 岩本 伸介



３.第８回 京都YMCA かもがわ チャリティーラン
参加者・スポンサー(協賛金)募集中!
チャリティーランは、参加費が寄付金となる大会です。
チームで力をあわせ楽しみながら走るこのチャリティー
ランで集められた募金は、ＹＭＣＡの行う障がいのあ
る子どもたちのキャンプやプログラムに支援金として
活用されます。
ぜひ、ご協力をお願いいたします。
日時 5月２０日(日)午前９時～午後３時 雨天決行
場所 鴨川公園(特設コース: 北大路橋～出雲路橋
１週1.7ｋｍ／北山橋～出町橋１週5.1ｋｍ)
種目・参加費 小学生駅伝(１チーム2,000円)／グルー
プラン(１チーム5,000円)／一般駅伝・クォーターマラソン

(１名3,000円：学生１名1,000円)／ペアラン(１チーム
1,000円) スポンサー募集

趣旨にご賛同いただける個人・企業・団体等は協賛
金や参加費、物品寄付でぜひご協力ください。
協賛金 一口10,000円(企業・団体)/5,000円(個人)
物品寄付 参加賞、競技表彰商品、抽選会の賞品

４．リトリートセンター第１３回夜桜フェスタ 開催
日時 2012年４月21日（土）午後５時～８時
場所 京都ＹＭＣＡリトリートセンター
参加費 大人（中学生以上）2,000円/小学生1,000円

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63回 苦しみ、悩み、
不安を共有しませんか。

日 時 ４月２１日(土) 午後７時～９時
場 所 京都ＹＭＣＡ(三条柳馬場)
参加費 お一人 ３００円(お茶代等)

お申込は下記お電話または vb@kyotoymca.or.jp
以上のお申し込み・お問い合わせは 京都ＹＭＣＡ

電話０７５－２３１－４３８８

4月 ＨａｐｐｙＢｉｒｔｄａｙ
藤居一彦ワイズ 岩本伸介ワイズ

久保田真里メネット 松本純子メネット

4月 ＨａｐｐｙＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ
森田恵三・直子夫妻

２０１２年４月スケジュール

4/3 火 三役会 19：00
京都三条
ＹＭＣＡ

4/5 木
オープン

役員会
19：00

京都三条
ＹＭＣＡ

4/14.21 土 竹林ワーク 9：00
長岡京市

竹林

4/19 土日 通常例会 19：00 ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ＆ｽﾊﾟ

２０１２年５月スケジュール

5/8 火 三役会 19：00
京都三条
ＹＭＣＡ

5/10 木
オープン

役員会
19：00

京都三条
ＹＭＣＡ

5/12 土 竹林ワーク 9：00
長岡京市

竹林

5/24 木 通常例会 19：00 ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ＆ｽﾊﾟ

7 たんかんファンド集計報告 27箱販売

8 3/3(日) 第19回西京区社会福祉協議会表彰式の件

9 3/3・4(土・日) 一泊例会報告

10 3/25（土）ｳｴｽﾄﾁｬﾘﾃｨﾀﾞﾝｽﾊﾟｰﾃｨ開催について

11 4/8（日）平安徳義会桜祭りについて

12 西日本区各種献金の送金状況報告

13 会計中間報告

協議事項

１ 仙台YMCA幼稚園支援の件

２ 竹林ワーク 雨天時の対応について、

4月から。第２土曜に変更。予備日第３土曜とす

３ (仮称)ウエスト竹林ワークビジョンプロジエクト結成の件

４ 西日本区事業見直しに関する提言について

他クラブ関係

1 4/15大阪高槻クラブ30周年記念例会 5名参加予定

2 4/15(日) 長浜クラブ25周年・彦根シャトー30周年

合同記念例会 2名参加予定

3 4/22 京都パレスクラブ40周年+1年例会

4 4/29(日) 木器窯スプリングフェスタについて

5 5/11(金) 堺ワイズメンズクラブ50周年記念例会

6 6/2(土)3(日) 東日本区大会 2名参加予定

7 6/9.10 西日本区大会 3/31までに申し込む。

8 6/23(土)大阪泉北クラブ30周年記念例会

ＹＭＣＡ関係

1 3/10(土)軽度発達障がい児理解セミナー

2 3/11(日) 2011年度卒業リーダー祝会について

3 3/16(金) 京都YMCA国際福祉専門学校卒業式について

4 4/21(土) 夜桜フェスタ及び3/20(月)夜桜フェスタ

実行委員会について バザー商品提供のお願い。

5 5/20(日) チャリティラン参加、協賛のお願い

京都部関係

1 3/18 東日本大震災復興支援チャリティゴルフ大会

立山ワイズ・安田ワイズ参加

2 4/27(金) 第2回ワイズＩＴ勉強会

3 5/11(金) 京都部交流懇談会の件 一寸法師

4 9/9(日) 京都部部会 ウエスティン都（ﾄｯﾌﾟｽｸﾗﾌﾞ）

その他

2012.8.2～5 第70回国際大会 ノルウェー(スタバンゲル)

役員会議案（定数確認12名に対し11名参加で成立）

議案１ ヘキサゴンDBCのウエストクラブとしての担当

を森田恵三ワイズとする。 承認

議案２ １泊例会の開催を３月することから、当初予定し

ていた3/22の例会を１泊例会に振替える 承認

臨時総会議案書

会計中間報告 承認

☆3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 金澤EMC委員長

2 前回役員会議事録承認の件（岩本地域奉仕委員長）

3 2/18(土) 京都YMCA創立123周年記念会員集会報告

4 2/19(日) 大阪西クラブ25周年記念例会報告

5 2/23(木) 2月ＴＯＦ例会について

6 2/25(土) 京都プリンスクラブ年記念例会報告5名参加


