
「キリストも二度目には罪を負うためでなく、御自身

を待望している人たちに、救いをもたらすために現わ
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Public Relations Wellness

ワイズデーは外部に活動内容をアピールするよい

機会です。行政・他団体と積極的に関わりを持ち、

幅広く広報されるような活動を行いましょう。
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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
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Club Office

京都ＹＭＣＡ本館

〒604 中京区三条柳馬場角

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」

“ワイズメンの満足度向上を真摯に取り組もう ”

WWWWeeee ccccaaaannnn ddddoooo！！！！

～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！～

26名

0名

1名

オオオオーーーーププププンンンン役役役役員員員員会会会会

メ ン

メネット

コメット

ゲ ス ト

ビジター

22名

1名

0名

0名

0名

合 計 23名

ＥＥＥＥＭＭＭＭＣＣＣＣ例例例例会会会会

メ ン

メネット

コメット

ゲ ス ト

ビジター

25名

1名

0名

17名

2名

合 計
45名

ニニニニココココニニニニココココ

前月繰越

第一例会

10月例会

23000円

0円

18000円

累 計

フフフファァァァンンンンドドドド

ポ テ ト

水 ナ ス

み か ん

ｻ ｸ ﾗ ﾝ ﾎ ﾞ

ダ ン ス

がんばろう東北

そ の 他

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

合 計 0円41000円

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

100％

書書書書記記記記 岩岩岩岩本本本本敬敬敬敬子子子子ワワワワイイイイズズズズかかかかららららのののの一一一一言言言言

岡山のノートルダム清心学園理事長である渡辺和子さんのことばに私は癒されます。

いつも「微笑みの大事さ」をお話しされます。最近では、『置かれた場所で咲きなさい』の著者とし

て 有 名 です。今回の本では、人間には「こんなはずじゃなかった。」という想定外の事がおきます。期待はず

れなこともあるかと思われます。しかし、その立場に置かれても明るく前向きに、その置かれた所で、自分にしか

咲かせない花を咲かせることを進めています。咲くという事は自分を幸せにし、そして周囲の人も幸せにすること

である。置かれた所で咲いていたらいい、人が見るもよし、人が見ざるもよし。の世界です。今、私の置かれた場

所の一つに、ウエストクラブの内部書記という役を頂きました。アナログな人間が務まるのか？大変不安もありま

した。しかし、三役の皆さんに支えられ、何とか咲いています。今期(内部)書記として、感じているのは、出席率

が大変高く、オープン役員会もほぼ全員が、報告協議に聞き入ってくれます。又、例会もドライバー・EMC委員会の

努力もあり、出席したいと思う例会が毎月開催されます。そして先日の西山竹林でのBBQもPT及び、地域奉仕委員会

の準備のおかげで、大変盛り上がりました。ウエストのメンバーは本当に仲が良く、お互いに向き合い、個々が責

任的に役をこなし、生き生きと感じます。来期に向けて、よい方向に動き始めてると思います。そして、私が役員

会進行において、わかり易く物事を伝える事、わからないことがあれば気軽に聞ける雰囲気を作り上げることに気

をつけています。私の足らない点はたくさんあると思います、お気づきの点があれば広い心で受付しますので、厳

しいご意見お待ちしております。最後に、渡部和子さんのことばですが、「信頼は９８％あとの２％は相手が間違っ

た時の許しとしてとっておく」そのような気持ちを持ち続けていきたいと願ってます。



 

京都ＹＭＣＡにてオープン役員会が行われました。

今回、初めてのブリテンとあって、ひとこと一言メモを

とり、いつも以上に言葉が頭にはいり議題の内容に感心・

納得させらました。特に京都部会の段取りは立山実行委

員長の思慮深い言葉に感心させられました。

今回の役員会はいつも以上の報告・協議事項がありまし

た。主な事案は、広報事業懇親会でウエストのクラブ紹

介（ダンスファンドと婚活プロジェクトを推進）、メネッ

ト例会での総勢43名もの参加があったこと、ポテトファ

ンド（10/20）、EMC例会（10/25）でのアトラクション

（顔写真を用意してくださいね）、ワイズディとＹの学

園祭（11/3）、婚活プロジェクト（11/17）、リトセン

での屋台の用意、会則の見直しＰＴ（現行会則の再確認）、

震災支援、桂次期部長の各主査さんからの承認。次期京

都部会に対しての準備、他クラブへのアピール。それに

伴う他クラブへの参加補助金の承認。お楽しみの一泊例

会（3月16-17日）が決定。などなど、時間いっぱいの役

員会でした。参加の今井様・皆様、ご苦労様でした。

１０月の秋風が気持ちの

良く感じた今回の竹林ワー

クは、今までとちょっと

思考を変え、気分転換と

懇親及び来年度の竹の子

堀ワークのリハーサルも

含め、竹細工製作とバー

ベキューを試みました。今回は野田・福田メネットの参

加もあり総勢２０数名ほどの参加で始め、当初は半分ワー

クを予定でしたが、皆さんそっちのけで竹細工班・バー

ベキュー班・炊飯班に其々に別れ、準備作業につきまし

た。特に竹細工班は東前氏のご指導で箸、皿、コップ

（myコップも含め）を作りで、何となく皆様童心の戻ら

れた様な気がしました。又、炊飯班は市橋会長とメンバー

による竹飯ごうにて初の炊飯でした、バーベキュー班は

炭をいこし準備を整え 早々に加藤ワイズの一言で、早

めのバーベキューが始まりました。お肉も堪能し、大西

ワイズ自家製の絶品のサラダ・思考錯誤の結果の竹ご飯

の完成・〆のレタスポン酢焼きそばと楽しいひと時を過

し、天候にも恵まれた良い息抜きワークとなりました。

来年の竹の子堀ワークの、良き準備のための勉強になり

ました。 ご参加の皆様お疲れさまでした。

秋晴れの朝を迎えて午前８時に久御山の丸進運輸に各

ワイズ集合、１,４００個余りののジャガイモとカボチャ

を積載したトレーラーが

到着し、挨拶もなしで早

速ワークにとりかかる。

松本、島田ワイズの２ト

ン車２台、中原、安田ワ

イズの軽トラ２台及び市

橋会長のワゴン車の５台

と立山、野田、安平、塚

本、角谷ワイズのアシスタントにより搬送開始、何分配

達先が分散しているのと拠点が郊外なのとワイズのメン

バー特に男性が少なかったので時間を要すワークとなり

ましたが、森田、大西、藤居、金澤ワイズには引き取り

に来られたので助かりました。最終便が拠点に到着した

のが１４時を過ぎていました。特に島田、安平、塚本ワ

イズの三銃士いや三重士には３連

送していただき、非常に助かりま

した。ワイズの皆様には販売にご

協力頂きありがとうございました。

当日参加のワイズ、フォローして

もらった桂ワイズ大変お疲れ様で

した。 感謝感謝！！

１０月２５日にＥＭＣ例会が開催されました。今回は、

安平委員長をはじめクラブ一丸となり、ゲストメンバー

１５名、今期メンバーを３０名とメンバー増員を目標に

開催されました。

当日は、目標人数を上回る１７名のゲストに参加頂き、

見事に目標達成です。さすがウエストです。例会もウエ

スト人柄発信のビデオ映像がながされ、入会のきっかけ

やウエストで何を学んだ？とかゲストの方にも、とても

アピールになる内容で、メンバーそれぞれおもしろおか

しくアピールされ本当に楽しくすばらしいビデオでした。

さらに、クラッシックのすばらしい生演奏があり、と

ても良い雰囲気でした。

そして、私がコーディネーターとして参加させてもらっ

た、ぶっちゃけトーク(ウエストって？)ここでは、入会

して疑問に思った事やここが変など、なかなか言いにく

い事を言わなければならず、安田ワイズ、林ワイズと緊

張していましたが、塚本副会長のすばらしい司会により

なんとか出来ました。いろいろ失礼があったかと思いま

すが、お許し下さい。

個人的には、出産祝いを頂戴しありがとうございました。

ゲストの方にも、私自身にも、とても楽しい例会でした。

安平委員長ありがとうございました。

１１１１００００月月月月１１１１１１１１日日日日 オオオオーーーーププププンンンン役役役役員員員員会会会会報報報報告告告告
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大震災が発生してまもなく１年７か月を迎えようとし

ておりますが、１年前の状況に比べ、被災地は瓦礫撤

去も除々に進み、一般ボランティアのワークが激減し、

ボランティアセンターの機能縮小が顕著に見受けられ

ます。被災者の生活が避難所から仮設住宅へと変化し、

昨年要望が多くあった物資支援が最近は減少し、仮設

住宅行事へのボランティア派遣や運営協力を求められ

るケースが増えてきております。そのような状況の中

で、仙台トライアングルクラブ（大震災支援仙台3クラ

ブ）は、ＹＭＣＡボランティア支援センターとともに、

被災地からの直接支援要請を受けて

「仮設住宅夏祭り応援協力」や「流灯花火大会応援出

店」、被災地施設改修工事資金協力等を行いました。

特に、力を入れたのは、被災地の実情を一人でも多く

の人に実感していただくために、東日本区・北東部の

支援を得て、この夏は３回の被災地ツアーを実施した

ことでした。

ヘキサゴンクラブの皆さんにもご覧いただいた山元

町で継続してきた「イチゴ復活プロジェクト」も新し

い展開が見られました。昨年来、岩佐イチゴ農園の瓦

礫撤去から始まったプロジェクトは、2軒目となる渡辺

イチゴ農園の支援活動に繋がり、津波により全てのイ

チゴの苗を失ったイチゴの産地山元町の復興へ期待が

持たれるとともに、今後、３軒目、５軒目とイチゴの

栽培を再開する農家が増えて行くことを期待しており

ます。

また、ヘキサゴンクラブさんにご支援いただいてお

ります仙台ＹＭＣＡ幼稚園奨学金園児2名の近況ですが、

二人とも震災時のトラウマも消え、元気で通園し、すっ

かり幼稚園生活にも慣れたようです。

先日、ご夫婦より別添の通りお手紙を頂戴しました。

これもひとえに、ヘキサゴンクラブのご支援の賜物と

改めてお礼と感謝を申し上げます。

私たち仙台トライアングルクラブ一同は、刻々と変

化する被災地の皆さんが何を必要としているかを常に

念頭におきながら活動してまいりますので、今後とも

引き続き、ご指導・ご支援のほどよろしくお願い申し

上げます。

２０１２年１０月５日

仙台トライアングルクラブ 委員長 清水弘一

（仙台・仙台青葉城・仙台広瀬川）

木器窯（大阪西クラブ）

から寄贈された絆の大皿

はＹＭＣＡの玄関に展示

されております。

ヘキサゴン・清水委員長との シカゴ・ウエスト・クック

懇談会(大阪・美美卯) (YMCAﾕｰｽﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ来仙)

←９月１２日に切断されたが、加工さ

れ来年２月には、東日本大震災のシン

ボルとして元に戻される。

山元町イチゴ農園（新しいハウス

が次々と建てられる）

ヘキサゴンＤＢＣ東日本大震災復興支援事業会計担当

幹事、神谷幸男様（東京西クラブ）から会計報告をい

ただいておりますが、紙面の都合上割愛させていただ

きます。

ヘヘヘヘキキキキササササゴゴゴゴンンンンククククララララブブブブＤＤＤＤＢＢＢＢＣＣＣＣのののの皆皆皆皆ささささまままま

東東東東日日日日本本本本大大大大震震震震災災災災支支支支援援援援活活活活動動動動のののの近近近近況況況況報報報報告告告告

1１月 ＨａｐｐｙＢｉｒｔｈｄａｙ

中原一晃ワイズ

大西光子ワイズ・島田由美子メネット

1１月 Ｈａｐｐｙ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ

立山隆一・益子 大西光子・洋

野田泰伸・君子 久保田展史・真理子

ＹＹＹＹＭＭＭＭＣＣＣＣＡＡＡＡ幼幼幼幼稚稚稚稚園園園園奨奨奨奨学学学学園園園園児児児児ごごごご両両両両親親親親かかかかららららのののの手手手手紙紙紙紙



報告事項

1 10/6（土）11/10竹林ワークについて 安田PT委員長

2 9/14(金)京都部広報事業懇談会について野田委員長

3 9/21（金）京都部Yサ事業懇談会について河合委員長

4 9/27 (木)メネット例会について 島田Dr委員長

5 9/28 (金)京都部交流事業懇談会について牧野委員長

6 10/20(土）ﾎﾟﾃﾄﾌｧﾝﾄﾞについて及びお米ファンドにつ

いて 加藤ファンド委員長

7 10/25(木) EMC例会について 安平EMC委員長

8 11/3(土) ワイズディとYMCA学園祭について市橋会長

9 11/17(土) 婚活プロジェクトについて

安平EMC委員長

10 11/25(日) リトセンオータムフェスタの協力内容に

ついて 河合Yサ委員長

11 会則の見直しPT進捗報告 森田PT委員長

12 竹林プロジェクト進捗状況について 安田PT委員長

13 例会場での震災支援募金箱設置について

牧野交流委員長

14 各事業委員会 各委員長

15 桂次期部長キャビネット活動報告

中原次期事務局長

協議事項

1 他クラブ記念例会参加補助について牧野交流委員長

2 1/19(土)洛中クラブ25周年記念例会について

（ＷＲＭ３クラブ合同委員会） 市橋会長

3 11/18（日）みやこふれあい祭りの協力内容について

松本地･環委員長

4 3/16～17 一泊例会について 市橋会長

5 グローバルコミュニティスタディとユースコンボケー

ションの支援について 河合Yサ委員長

6 次期京都部会の準備について 立山実行委員長

議案

１．他クラブ記念例会参加補助としてメンバー1名当た

り1回まで5,000円を拠出する。

財源は補正予算を組み、「外部研修・活動補助」か

ら10万円、WRM3クラブ合同例会の協賛金から3万円

をあてるものとする。 承認

２．一泊例会について、２０１３ 3月通常例会を3/16

～17の一泊例会に振替。 承認

１．世界ＹＭＣＡ・ＹＷＣＡ合同祈祷集会

ゲスト： 在日フィリピン人女性(京都パグアサコ

ミュニテイ、ハワク・カマイ・フクシマから)

日 時：１１月１７日（土） 午後5時30分～午後8時

場 所：京都ＹWＣＡホール(上京区室町出水上ル・地

下鉄丸太町駅下車 北へ徒歩8分)

参加費: ５００円(学生３００円) [含む軽食代]

２．リトリートセンターオータムフェスタ

日 時 ２０１２年１１月２５日(日)

午前１１時（開会）～午後３時（閉会）

場 所 京都ＹＭＣＡリトリートセンター

入場料 チケットをお求めください。

（大人2，000円 小学生1，000円 幼児 無料）

３．国際協力募金街頭募金にご参加を

日 時 ２０１２年１１月４日（日）

１２：３０ 京都ＹＭＣＡ 三条本館に集合

１２：４５ 各地点へ移動開始

１３：００～１４：４５ 街頭募金

１５：３０ 募金集計終了後、解散

募金場所：三条河原町、三条大橋、四条河原町、

四条烏丸、京都駅等

４．スキーキャンプ・デイキャンプ・鉄棒・とびばこが

好きになる教室 会員優先受付

①スキーキャンプ・デイキャンプ

１１月７日(水)～８日（木）午前１０時～午後６時

１１月９日(金)午前１０時からは会員外の方の受付

② 鉄棒・とびばこが好きになる教室

会員 １１月８日(木)午前１０時～

会員・一般 １１月８日(木)午後２時～

５. ボランティアセミナーのご案内

日 時 ２０１２年１１月１７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)

２２２２００００１１１１２２２２年年年年１１１１１１１１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

11/1 木 三役会 19：00

京都三条

ＹＭＣＡ

11/8 木

オープン

役員会

19：00

京都三条

ＹＭＣＡ

11/10 土 竹林ワーク 9:00 長岡西山 竹林

11/22 木 通常例会 19:00 ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ＆ｽﾊﾟ

２２２２００００１１１１２２２２年年年年１１１１２２２２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

12/6 木 三役会 19：00

京都三条

ＹＭＣＡ

12/13 木

オープン

役員会

19：00

京都三条

ＹＭＣＡ

12/8 土 竹林ワーク 9：30 長岡西山 竹林

12/22 土

クリスマス

例会

19:00 ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ&ｽﾊﾟ

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。。。。
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