
『キリストが私たちを愛して、ご自分を香りの良い供え物、

つまり、いけにえとして神にささげてくださったように、

あなたがたも愛によって歩みなさい。』
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将来のYMCAとワイズを担うユースを育てるための

活動と支援をしましょう。
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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

メメメメンンンンババババーーーー数数数数

第第第第３３３３３３３３代代代代

会会会会長長長長主主主主題題題題

国国国国際際際際会会会会長長長長 主題 “ Be the light of world”

「世を照らす光となろう 」

アアアアジジジジアアアア会会会会長長長長 主題“Years bring wisdom”

「歳月はY'sをワイズ（賢者）にする」

西西西西日日日日本本本本区区区区理理理理事事事事 成成成成瀬瀬瀬瀬晃晃晃晃三三三三(名古屋クラブ）

主題 “Let Y'smen Light Shine before Others In the club,

in the community, in the world”

「先頭に立ってワイズの光を輝かそう クラブで、地域で、国際社会で」

スローガン：“Devote yourself to Y'sdom and Get More Satisfaction」
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～ウウウウエエエエスススストトトトのののの親親親親睦睦睦睦のののの輪輪輪輪をををを広広広広めめめめよよよようううう！～
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今今今今 月月月月 のののの 聖聖聖聖 句句句句

西西西西日日日日本本本本区区区区強強強強調調調調月月月月間間間間
標標標標 語語語語

会 員

功労会員

特別ﾒﾈｯﾄ

27名

出席率100％

ﾒｲｸｱｯﾌﾟ含む

前月出席率

96％

時間の経つのは早いも

ので、今年も折り返しに

入ってまいりました、今

年上半期のビッグニュー

スとしてはやはり、東京

スカイツリーのオープン

があげられると思います。

自立塔としては、世界一！

６３４ｍは一度体験したいものです。

昭和３３年に建てられた東京タワーの時もこんな賑わ

いだったのでしょうか？私は生まれてませんが＾＾

それから、６年後に東京オリンピックが始まり日本は

活気ついたと聞いています。

そう！今年の下半期のビッグニュースはロンドンオリ

ンピック！

今回参加日本人選手はシドニーオリンピック以来３０

０人を割り込み、メダル数を心配されていましたが、

世界の超人達を見る素晴らしい期間だと思います。

その中でも、私が見たい選手はジャマイカのウサイン・

ボルト選手！１００ｍを９秒５８で走り切り、なんと

最速時の一歩は約３ｍ！成人女性約二人分の身長と同

じ歩幅です、凄すぎます。

それと、なでしこジャパン！昨年のｗ杯で優勝し、今

回オリンピックで金メダルを日本中から期待されてい

ます。

球技で金メダルを取るとなると、それこそ東洋の魔女、

１９７６年モントリオールオリンピック日本女子バレー

に次ぐ快挙となります！

是非とも頑張って欲しいですよね。

仕事と共に、応援も頑張らないと！

今年の７月末から８月は、睡眠不足が続く予感がしま

す。

皆様も、夏バテされず頑張って下さい。

暑暑暑暑ささささにににに負負負負けけけけずずずず！！！！！！！！ 副副副副会会会会長長長長 塚塚塚塚本本本本勝勝勝勝己己己己

今月のニコニコ23,000円は九州豪雨被害の募金に

使用させていただきます。



 

私には久しぶりのサバエのワークだ。

用意万端のつもりが、集合時間を間違

えビックリ！大雨注意報の出る中、す

ぐ車で飛び出す。ウエストは９名の参

加（市橋会長、島田、安平、塚本、加

藤、福田、牧野、河合、桂）で今年は

テント張りとカヌーの移動が仕事だった。ワークは1日

と8日と2日間なので、今日は大雨のせいなのか、ワイズ

メンよりリーダーの姿が目立つ。

「早速やりましょう！」と市橋会長の

声がかかり、メンバーは、大雨に傘は

役立たずカッパか捨て身でとっかかる。

朝９時から、４面張ったところで、

ウエスト１番乗りでおいしいカレーにありつく。４種類

のカレーが用意されていて、食べ放題に感謝！食器を洗っ

て、そこそこに、「やってしまいましょう！」の声で再

び雨の中へ。カヌーの移動は重い。往来の多い前の道路

を渡るのは、至難の業だ。９艘運ぶ。又、砂地でのパイ

プの組み立ては砂を噛み、水を掛けながらの組み立てな

ので、どんどん捨て身の身体が、水掛け砂地蔵状態になっ

ていく。（一部水遊び時間あり。）もう１か所にも３面

のテントを張る。ウエストのメンバーはさすが、段取り

が良いし、この雨もいとわず、プロだ！尊敬してしまう。

どちらにしても、男子の働きがないと、力がないわ、手

は届かないわ、では、出来ない仕事だった。が、私だっ

て２日後には肩が張り、足は突っ張っているから、女子

も仕事をしたと確信している。

リーダーのニョロとピーターの指導でのワークだが、私

達を励まし感謝してくれて、なんだか彼らの方が大人に

見えた。お疲れ様！！

この度、縁あり京都ウエス

トクラブに入会させて頂く事

になりました。既にご存じの

方も多いのですが、２００２

年野田会長期に入会し、その

後桂会長期、胡内会長期、２

００５年立山会長期まで活動

させて頂きました。事情が有

り退会をさせて頂きましたが、この度、7年ぶりに再入

会をさせて頂く事になりました。以前メンバー時に私の

勧めでご入会頂いた市橋清太郎君が今期第３３代会長に

就任されました。退会後も市橋会長から例会のお誘いを

頂いていた事もあり市橋会長期に再入会を決意致しまし

た。新たな気持ちで活動に参加したいと思いますので皆

様ご指導宜しくお願い致します。

７月１２日（木）京都ＹＭＣＡにてWe can do!!市橋

会長期、初めての役員会が出席者２５名で行われました。

役員皆様 少し緊張気味の中、岩本敬子ワイズの進行で

すすめられ何時もの様に報告事項・協議事項・・・の運

の中,徳義会の夏祭りの日程（８/１９）や次期京都部部

会の日時（２０１３/９/１（土））及び会場(ホテル グ

ランビア)の決定（桂京都部長期)・竹林ＰＴの進行状況・

婚活ＰＴ・東京ひがしクラブの水掛け祭り参加 等々

初の役員会としては盛り沢山の項目があった様な気が

しましたが、さすが百選練磨の三役の方々、スムーズな

進行と展開で午後８時３０分頃には役員会は終了になり

ました。

引き続き 総会が開かれ島田直前会長始め旧役員の方々

による、事業報告案・事業会計決算報告書の説明が有り、

一部の修正を含め両議案は承認され、滞りなくオープン

役員会は終了しました。

７月７日 京都ＹＭＣにて上記の会合がもたれました。

渡部京都部メネット主査の挨拶のあと、出席者の紹介

があり、メンの出席は５名、メネット１６名でした。

今年の国内プロジェクトは“心のケアーの実習”という

少し抽象的な方針でしたので、いろいろ質問がありまし

たが主査様もう一度確認をするとのことでした。

今年も続けて東北大震災のサポートをしていくことにき

まりました。

メネット会の活動についてはそれぞれのクラブで異な

ることがあるので独自の活動にまかせることになりまし

た。メンにたしてはクラブの行事に声かけをしてほしい

との要望がありました。 森田、鈴木メネット

東前さんの参加・御指導も

あり、又１３名の沢山のメン

バーが参加してくれました。

そしてチェーンソーの予備バッ

テリーも購入した事もあって

随分と作業がはかどりました。

前回目印を付けておいた曲がっ

た竹、傾いた竹、枯れた竹、混みあった竹、そして民家

近くにあって景観や落ち葉が気になる竹等の伐採を中心

に作業を進めました。真夏の作業で全身汗まみれになり

充実感が伴ったワークでした。

参加者：市橋会長・塚本・森田・島田・安平・岩本・

大西・松本・加藤・吉川・福田・笹山・東前 １３名
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京都部のファンド懇談会が７月２０日に京都ＹＭＣ

Ａにて各クラブのファンド委員長の出席により開催さ

れました。白濱京都部ファンド主査の司会で始まり、

各クラブのファンド委員長の自己紹介の後、ファンド

事業主査の岡野主任によりＢＦ．ＥＦ．ＪＷＦの説明

が１時間程あり、その後、質疑応答になり、ＢＦ資金

につきましては使用済切手は手間隙がかかるので全額

クラブ負担としている所が多そうです。それとポテト

ファンドですが販売価格は１７００円から２０００円

と幅がありますが最低価格を１７００円にすることで

同意されました。

７月２７日（金）ＰＭ７：０

０～メルパルク京都８F大文字

の間にてＥＭＣ懇談会が開催さ

れました。

参加数は７７名。京都部 船木

部長の挨拶から始まり、京都部

ＥＭＣ事業 為国主査より京都

部のメンバー数の状況報告、西日本区EMC事業米村主任

から西日本区での状況報告がありました。

京都部は前期は５００名を超えた時期もあったようで

すが、前期末では、４６名増、２６名減、計４９３名、

西日本区においては１６３４名という結果になったよ

うです。

それから新メンバー確保に結果を出されたパレス、グ

ローバル、トゥービークラブより具体的なＥＭＣ活動

が発表され、その独自の手法で真剣に考えられアクショ

ンを起こされているお話に、本当に沢山の学びや気付

き、そしてウエストクラブに足りないもの...を痛感し

ました。

ウエストもなかなか３０名を超えられない状況が続

いています。口では、それらしい事言っていますが、

そろそろ本気にならなくてはいけないのでは！と感じ

ております。昨日の学びをウエストのＥＭＣ活動に反

映させていきます！

皆さん！ＥＭＣ活動にご協力をお願い致します。

第３３代市橋会長期の始まりです。

司会はドライバー委員長島田ワイズ。

名古屋東海クラブの鈴木ワイズ、

京都ウィングクラブから吉岡ワイズ・

武村ワイズがゲストで参加されまし

た。始めに緊張した面もちの市橋会

長の開会の挨拶。今期への熱

い意欲がひしひしと伝わりま

した。加藤ワイズより前期の

会計報告も無事終了して食前

の一言は角谷ワイズ。第２子

お誕生のお祝いが会長より手

渡されました。そしてお食事

タイム。その後会長始め今期の三役、事業委員長達の

所信表明。皆さんの思いが伝わりました。その後、京

都ウィングの２５周年記念例会のアピールと時間通り

スムーズに流れていきます。そして今日のニコニコ￥

２２，９７７は先日の九州豪雨被害の募金とさせてい

ただく事となりなごやかにキックオフ例会の終了です。

二次会は野々口ワイズの再入会の歓迎会にJAMPACKへ。

吉岡ワイズ・武村ワイズも参加下さり２０名でおおい

に盛り上がりました。

議案１

納涼例会の会場および会費について

①例会会場を京都ロイヤルホテル＆スパから貴船べに

やに変更する。

②ゲスト会費は８,０００円とする。

③平安徳義会職員様は、５,０００円とする。

④メンバー追加負担を４,０００円とする。

承認

議案２

通常例会の登録費について

①ゲスト・ビジターの登録費は実費を徴収する。

②メネットには、クラブから1,500円の補助を出す。

承認

議案３

来月以降、議案の議長選出について 三役、委員長以

外から選出する。三役会にて指名する。 承認

７７７７月月月月２２２２７７７７日日日日 京京京京都都都都部部部部ＥＥＥＥＭＭＭＭＣＣＣＣ事事事事業業業業懇懇懇懇談談談談会会会会
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７７７７月月月月２２２２６６６６日日日日 キキキキッッッッククククオオオオフフフフ例例例例会会会会報報報報告告告告
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フフフファァァァンンンンドドドド事事事事業業業業委委委委員員員員長長長長 加加加加藤藤藤藤秀秀秀秀行行行行



 

 

９２年前の六甲山において、YMCAが日本で組織的な教

育キャンプをはじめました。それ以来多くの青少年を育

くんできました。今夏も全国各地で幼児、小学生から高

齢者の方々のキャンプなど多くのキャンプが運営されて

います。病気の子どもたち、障がいのある子どもたち、

東日本大震災による被災者の方々のキャンプも多く行わ

れています。更にはYMCAのキャンプ施設は勿論、行政機

関からの指定管理者としての施設運営という立場でキャ

ンプの受け入れも行われています。また、地域の団体や

行政機関、企業の方々との共同事業としてキャンプを行っ

ています。

そこでは、自然体験活動を中心とした活動を通して、

「人間関係の大切さ」「自分を大切にすること」「命の

大切さ」など多くのことを学びます。そしてYMCAの大き

な特長として、参加したメンバーだけでなく、リーダー

をはじめ様々なボランティアの方々を巻き込んだ形で多

くのこと得て成長します。

この春に実施した全国のキャンプの一つで、被災しご

両親を亡くした高校生が、同じくご両親を亡くした小学

生の女の子がキャンプで元気で前向きでいることに励ま

され、それまでこの一年間、いわゆる「保健室登校」で、

前に進むことができなかったのが、「この１学期は積極

的になり、勉強にも励み見違えるようです。」と学校の

先生から、そのキャンプを担当したスタッフに感謝と報

告のお電話をくださったそうです。

このようにキャンプには大きな可能性があります。こ

れからもその可能性や成長、感動の一端を少しでも皆さ

んにお伝えできればと思いますと同時に、お支えいただ

いていますことに心から感謝いたします。

京都ＹＭＣＡ 総主事 神﨑清一

１．ワイズワーク感謝！

６月24日(日)にはリトリートセンター夏季準備ワーク、

７月1・8日(日)にはサバエキャンプ場設営ワークのご奉

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Ｙ

ＭＣＡ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２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。

２.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

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。

お問い合わせ・お申し込みともに下記まで。

グローバルアウトドアクラブ ９月11日(火)から受付

電話(０７５)２３１－４３８８

スイミング・体育 ９月11日(火)から受付

電話(０７５)２５５－４７０９

３.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６７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。

日 時 ８月１８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

電話(０７５)２３１－４３８８

またはvb@kyotoymca.or.jp

８月 ＨａｐｐｙＢｉｒｔｈｄａｙ

福田 英生ワイズ

市橋 ちさ メネット

大西 洋さん

加藤 晶実メネット

２２２２００００１１１１２２２２年年年年９９９９月月月月ススススケケケケジジジジュュュューーーールルルル

9/6 火 三役会 19：00

京都三条

ＹＭＣＡ

9/13 木

オープン

役員会

19：00

京都三条

ＹＭＣＡ

9/9 日 京都部部会 15:30 ウエスティン都

9/8 土 竹林ワーク 9：00 長岡西山 竹林

9/27 木 ﾒﾈｯﾄ例会 19:00 ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ＆ｽﾊﾟ

２２２２００００１１１１２２２２年年年年８８８８月月月月ススススケケケケジジジジュュュューーーールルルル

8/2 木 三役会 19：00

京都三条

ＹＭＣＡ

8/9 木

オープン

役員会

19：00

京都三条

ＹＭＣＡ

8/11 土 竹林ワーク 9：00 長岡西山 竹林

8/11.12 土日 水掛け祭 15：00 東京都内

8/23 木 納涼例会 19：00 貴船 べにや

ＹＹＹＹＭＭＭＭＣＣＣＣＡＡＡＡ ＮＮＮＮＥＥＥＥＷＷＷＷＳＳＳＳ

ここここのののの会会会会報報報報誌誌誌誌ははははややややままままししししなななな工工工工房房房房（（（（山山山山科科科科共共共共同同同同作作作作業業業業所所所所））））

のののの協協協協力力力力でででで製製製製本本本本ししししてててていいいいまままますすすす。。。。


