
「マリアは月が満ちて、初めての子を産み、布にくるん
で飼い葉桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がな
かったからである。」ルカによる福音書第2章6節・7節

ＥＭＣ－Ｍ
ＥＭＣのＭはMembership。会議や奉仕など、どんな活動

にも会員間の交流と親睦を図る工夫をして、ワイズライ

フを楽しみながら関係性を強めましょう。

会 長 市橋 清太郎

副会長 塚本 勝己

書 記 草野 功一 ・ 岩本 敬子

会 計 中原 一晃

「強い義務感を持とう！義務は全ての権利に伴う」

1２
NO. 3９４

2012年1２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３３代

会長主題

国際会長 主題 “Be the light of world”

「世を照らす光となろう 」

アジア会長 主題“Years bring wisdom”

「歳月はY'sをワイズ（賢者）にする」

西日本区理事 成瀬晃三(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」

We can do！
～ウエストの親睦の輪を広めよう！～
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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

27名

出席率100％
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ含む
前月出席率

100％

「皆で考えよう！みんなのルール」 ～書記草野功一からの一言～

クラブのルール(会則・細則)に関する次の質問又は疑問について、考えてください。

①メンバーになるのに、3回以上の例会出席及びオリエンテーションを受ける必要があるのは、なぜ？ ②その「例

会」に、役員会やクラブワークは、含まれる？ ③入会式次第の具体的な決まりは、ある？ ④会費額は、総会で

毎年度に決める？ ⑤メンバーの出席率は、ブリテンに載せなければいけない？ ⑥役員会の議長・書記にクラブ

会長・書記以外の会員を指名することはできる？ ⑦ファンド資金は、どんな場合に取り崩せる？

これらに対するコメントは、次のとおりです。①入会要件は、会則5条2項や細則4条などに定められていますが、そ

の理由や細則4条が予定しているオリエンテーションについての定めは、ありません。②細則4条は「原則として」

の文言以外、make-up(細則21条3・4項)のように例会以外の対象を明記していません。③入会式の式次第などに関し

て、細則6条が予定している定めはありません。④会則7条1項では、そのとおり定められています。⑤細則21条は、

出席奨励法として、1・7月号に掲載しなければならないと定めています。⑥総会では、可能であるとされています

(会則15条3項)が、役員会での定めはありません。⑦会則27条・細則23条などで断片的に定めていますが、細則18条

1項4号が予定している「ファンド運用管理規程」や会計基準一般に関する定めはありません。これらの質問・疑問

とコメントを通じて、皆さんはどのような感想を持たれたでしょうか。クラブの会則・細則は、奉仕活動をするメ

ンバーが拠るべき行動規範に関して、その総意により作り直すことのできるルールです。クラブ30年の歴史の輝か

しい活動の中で作り上げられたルールの意味内容を理解して守ること、さらには、伝統とノウハウの結晶である運

営指針を文書化して示すとともに、クラブの実情、区の動向やSNS時代などに即応したルールを作ることが、EMCの

基本であるといえます。会則見直しPT(森田委員長、河合・草野委員)では、①③⑦に関するマニュアル(指針・基準)

の作成や②④⑤⑥を含む規程全般にわたって、検討しています。見直し案を提示する前には、現行の会則・細則の

内容を改めて皆さんに周知したうえ、見直し内容を説明して皆さんとの活発な意見交換を予定しています。



 

 

 

１０月２８日（日）京都ウイングワイズメンズクラブ

２５周年記念例会がホテルグランヴィア京都で行われ、

ウエストクラブから桂次期京都部部長、市橋会長をはじ

め１１名で行ってまいりました。記念例会は二部構成で

行われ第一部では中村会長が紋付き袴姿で会長挨拶を凛々

しく堂々とされたのが印象的でした。そして２５周年記

念事業としてYMCAリーダーを中心に考えられた３つの企

画に支援金を渡され、３つとも素晴らしい企画で新しい

試みに感心しました。そしてリーダーたちで構成された

コーラスグループ アプリシェイトのみなさんによるコー

ラスで幕を開けた２部は親睦会が中心の構成だと思いき

や、 後にはウイングクラ

ブの精鋭で構成されたEXILE

パフォーマンスダンスは圧

巻でした。食事も大変美味

しくいただき、楽しい記念

例会でした。ウイングクラ

ブの皆様おめでとうござい

ました。

いつものように盛りだくさんの報告があり活発な発言

ではじまりました。各事業委員会の経過報告や予定など・・・

十一月は行事が多く忙しい中参加されていました。十月

のＥＭＣ例会は素晴らしい例会だったことを京都部部長

や主査から褒めて頂いたと報告がありました。拍手・・・・

やはり「数は力」を実感しました。例年のＷＲＭ例会の

件では周年例会としウエスト独自で新年例会とする等決

定、クラブ全員で各自の意見や質問など活発に出るよう

になってきたように思いました。次期部会にむけてみん

なの気持ちが一つになり盛り上がっていて、

楽しみな予感がします。岩本書記の好リー

ドで予定より早く終了となりました。

１１月３日ＹＭＣＡ祭が京都ＹＭＣＡ学園で開催され

ました！ウエストは模擬店わらび餅担当です。

手伝うぞ！と意気込んでいったのですが、お客様が少な

く、ブースが小さいので私の入る場所はありません 笑

まずは周りを視察＆買い食い開始。

とりあえず旨い！＆安い！ウエストのわらび餅

１００円を筆頭にカレー、おにぎり、焼きそば、

ＨＯＴドックｅｔｃ 他の文化祭を知らないのですがか

なりのお値打ちでした！ 終、ゲストの京田さんの強力

な売り子で８２皿、わらび餅は完売！私は見てるだけで

したが！ウエストメンバー参加は会長及び１１名、それ

ぞれ楽しく活動してました。

後に留学生の皆さん日本の歌上手ですね！ウエスト出

席者は５名で、徳義会の子供達やＹＭＣＡからも多数参

加していただいての大所帯で、烏丸御池の南東角で募金

活動を実施して参りました。実は 初からこの人数では

なくて、徐々に参加していったというのが実情です。きっ

かり２時間内で、しっかり声を張り上げて、私は久しぶ

りに路上で爽快感に浸っていたような気持ちになりまし

た。何といっても廻りにどんどん協力者が増えていった

ことが、何よりの力強さとなり、その事で、自分も引っ

張ってもらった様な雰囲気になりました。火事場の馬鹿

力までは行きませんが、自分の力以外の何かが働いてい

たことは、とても貴重な体験をさせていただいて、非常

に満足感でいっぱいになりました。気がついたら、募金

をしていただく方が次々と現れました。私は現場で自分

のポケットマネーで募金し損ねたので、本部

に戻ってお金を数える前に小銭をチャリンと

入れました。合計￥１６０００強でした。

役員会から中一日の竹林ワーク、

初参加の桂ワイズといっしょに

参加。覆い茂る雑草も一時の勢

いも一段落。本日の作業は今ま

で伐採し一面に散らばった竹の

枝を集め、一方向に並べ、その

下からの雑草の発育を止めるという作業です。竹ぼうき

にしたら何本分？と思えるくらいの大量の枝を並べて行

きます。１０時の休憩には加藤ワイズのご実家で作られ

たさつま芋を竹の焼却場で焼きます。

初回の焼き上がりは焦げながらも上々。

ホクホクの焼き芋の出来あがり。濡

れ新聞に包んでからアルミラップを

巻きつけます。前回のBBQに続き、

おいしいワークでした。

１１月１７日（土）府庁DE婚活と言う行事が京都府庁

旧庁舎周辺で行われました。この行事の主催は京都府健

康福祉部と京都婚活支援ネットワーク協会で、企画協力

を京都ウエストクラブと場とつながりラボHome’s viさ

んで行いました。京都ウエストクラブは全体の支援と第

３部の京都国際ホテルで行われた「男女の出会いパーティ」

の企画運営を担当致しました。募集人数は男女各５０名

で、結婚を真剣に考えている未婚の京都府内在住在勤の

２５歳～４５歳以下の男女です。この行事の応募者数は

９００名程有ったそうで大変な倍率です。あいにくの雨

１０月２８日 ウイングクラブ２５周年記念例会

ドライバー委員長 島田博司

１１月３日 京都ＹＭＣＡ学園祭報告

副会長 塚本勝己

１１月８日 オープン役員会報告

メネット 鈴木けい子

１１月４日 国際協力街頭募金報告

Ｙサ委員 福田英生

１１月１７日 府庁ＤＥ婚活報告

ブリテン・広報委員 野々口佳孝

１１月１０日 竹林ワーク報告

会計 中原一晃



 

 

の中、１１時からウエストのメンバーが集合し、スタッ

フの打ち合わせの後、いよいよ１２時から受付が始ま

りました。1名の欠席もなく１００名が会場に集合し開

演、男女参加者へのレクチャーの後、第1部の散策へ出

発しました。私は、グループ１０をHome’s viの村田

真由美さんと散策の担当になり土砂降りの中出発しま

した。集合場所の平安女学院から京都府庁まで歩き、

旧庁舎内で各グループ別に出されたクイズに答えなが

ら、第２部の古都コレクションを見学（但し雨の為ほ

とんど見れません）、京都ホテルまで向かいます。約

２５分かけ到着、第３部は、ウエストクラブの企画運

営で出会いパーティが始まりました。Ａ～Ｅまでのテー

ブルに分れスタートです。初めに市橋会長の挨拶があ

りＦＭ京都のマツモトアキノリ氏、福岡千幸さんの司

会で参加がそれぞれ異性と活発に会話され大変盛り上

がりました。途中豪華賞品などが当たるゲームなどが

あり、 後のフリータイム（告白タイム）を迎えまし

た。自分の連絡先が書かれた「きっかけカード」を気

に入った異性に渡すのですが、上手く気持ちを伝える

事が出来たのでしょうか？何組かがゴールインする事

をお祈りいたします。当日参加のメンバーは長時間大

変お疲れ様でした。特に企画の準備には、市橋会長、

安平、島田、塚本、中原ワイズが何度も会議に参加さ

れたそうです。大変ご苦労様でした。

１１月１８日(日)西院中学にて「みやこふれあい祭」

が開催されました。クラブからの参加は、市橋会長、

松本、大西、塚本、島田、中原、福田、岩本（伸）安

田、加藤、野田、野田メネット、安平の１３名の参加。

担当は、わらび餅と焼きそば...１１時の開会と同時に

沢山のお客様が来場し、ウエスト担当屋台は大忙しで

した。売上は、焼きそば約２００食以上で７万円超え、

わらび餅も検討し２２１００円と大盛況に終えること

が出来ました。毎年開催しておられますが、

年々、来場者が増えていると感じました。

参加された皆様！お疲れ様でした！！

今日は部長公式訪問例会で

す。京都部より舟木部長・白

濱ファンド主査・山田Ｙサ主

査の３名が来られました。ま

ずは山田Ｙサ主査からのスピー

チです。次世代のワイズメン

を育てる為の試みのお話でし

た。リーダー達やボランティアに参加する若者達をサ

ポートしながらワイズメンになってくれるよう支援活

動を広めたいとの事でした。東北の事やいろんな部分

からのお話でとても考えさせられました。次は山田ファ

ンド主査のスピーチ。ポテトの事やＢＦやもっと京都

の全クラブが協力・共有仕合うのも良いのではと言う

お話でした。 後に舟木部長がお二人のまとめのお話。

やはり、メンバー増強、次世代のワイズメンを育てる

事が大事だと強調されていました。その後、安平EMC委

員長らによる府庁DE婚活の報告です。皆さん、真剣に

取り組まれているのが映像を通して感じました。１組

でも多くカップルが出来たら嬉しいですね。例会後２

次会はいつものように１Ｆの

ヘイブンへ。そこで嬉しい発

表が！！森田ワイズご紹介の

山田麻記夫氏が入会の意志を

表明。新たなメンバーが増え

ます。本当に良い１日でした。

木立の合間から仰ぎ見る

と美しく澄み切った青天が

広がっていました。その青

色に映えるメタセコイヤの

薄茶色、銀杏の黄金色、常

緑樹の緑色との素晴らしい

コントラストには、思わず

吸い込まされそうになる美しさでした。その上に空気

の美味しいこと。こんなに恵まれた自然環境のなかで、

恒例のオータムフエスタが開かれました。わがウエス

トからも市橋会長のコメットを含め１６名が参加して、

餃子と中華ポテトの屋台と寄贈品販売を担当しました。

塚本ワイズの大声で開始された綱引き大会も、力強い

声援が飛び交う中で平安徳義会とウエストの混成チー

ムも大奮闘。その結果三位に入賞、賞品の果物ラフラ

ンスの箱を手にした子供たちの笑顔が印象的でした。

神崎総主事も閉会挨拶で、YMCAにつながる数多いグルー

プの仲間が、素晴しい自然のもとで笑顔にあふれた交

流のひと時を持てたことに感謝されました。

私にはリトセンを訪ねる一人だけの楽しみ

があります。それは３５年前、パレス第７

代会長の時かと記憶しているのですが、車

のトランクに積み込んで運び、リトセンに

植樹した泰山木の成長ぶりを確かめること

なのです。今日も木肌に触れ、指で測って見たところ、

幹の周りはほぼ１２０センチありました。よく成長し

てくれたものと笑顔であ

りがとうと話しかけてき

たのでした。

野田ワイズも泰山木の

強さにあやかってくださ

ると、また、笑顔が広が

るので嬉しいですね。

１１月１８日 みやこふれあい祭り報告

ＥＭＣ委員長 安平知史

１１月２２日 部長公式訪問例会報告

ブリテン・広報委員 金澤典子

オータムフエスタでの笑顔の楽しみ １１月２５日

交流委員 森田惠三



 

 

 

 

  

 

報告事項

1 10/20(土)ﾎﾟﾃﾄﾌｧﾝﾄﾞ・今後のファンド（みかん他）

について 加藤ファンド委員長

2 10/25(木)EMC例会について 安平EMC委員長

3 10/28(日)ウイングクラブ25周年記念例会について

草野書記

4 10/30(火)京都部Yサ事業懇談会について

河合Yサ委員長

5 11/3(土)ワイズディとYMCA学園祭について

河合Yサ委員長

6 11/4(日)街頭募金について 河合Yサ委員長

7 11/10(土)竹林ワーク＆竹林プロジェクト進捗状況に

ついて 安田PT委員長

8 11/17(土)婚活プロジェクトについて

安平EMC委員長

9 11/18(日)みやこふれあい祭りについて

松本地域奉仕委員長

10 11/22(木)例会（部長公式訪問）について

島田Dr委員長

11 11/25(日)リトセンオータムフェスタについて

河合Yサ委員長

12 12/22(土)クリスマス例会について

島田Dr委員長

13 12/27(木)ウエスト忘年会について

島田Dr委員長

14 会則の見直しPT進捗報告 森田PT委員長

15 各事業委員会 各委員長

16 桂次期部長キャビネット活動報告

中原次期事務局長

17 次期 京都部会について 立山実行委員長

協議事項

11/19(土)洛中クラブ25周年記念例会について

(3クラブ合同新年例会)

議案１.オータムフェスタの参加費をメンバーはクラブ

から1,000円補助する。また徳義会からの参加

者の参加費をすべてＹサ予算より拠出する。承認

議案２.1/19のクラブ月例会(3クラブ合同新年例会)を1/

10(オープン役員会、総会予定)グランヴィアホテ

ルでの次期京都部部会試食会に振り替える。承認

神は孤独な人に身を寄せる家を与え、捕われ人を導きだ

して清い所に住ませてくださる。

詩編 第68編７節

「ヨセフとマリアは宿屋を探し、イエスはベツレヘムの

馬小屋で生まれました。日々の生活に忙殺され、まさに

心を失っている人、病にある人、不平等や貧困、差別と

の争いが絶えない世界を、神様は憐れんで、その重荷を

おろさせてくださいます。闇に世界に光が与えられ、人

間の力や知恵ではどうすることもできないときにでも、

神様は見捨てずに諦めないで、苦悩している一人ひとり

を理解しようと救いの道を開いてくださいました。」

クリスマスおめでとうございます。

すべての人が、もみの木の一番上にある星を見上げるよ

うに、希望の光が見出せるクリスマスであり

ますように。すべてのことに感謝して。

京都ＹＭＣＡ 神﨑清一

２０１３年１月スケジュール

1/7
木 三役会 19：00

京都三条
ＹＭＣＡ

1/10 木
オープン

役員会
19：00

京都三条
ＹＭＣＡ

1/12 土 竹林ワーク 9:00 長岡西山 竹林

1/19 木 通常例会 19:00 ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ＆ｽﾊﾟ

２０１２年１２月スケジュール

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

12/27 木 ウエスト忘年会 19:00 京・泰山木

ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ

この会報誌はやましな工房（山科共同作業所）

の協力で製本しています。

役員会議事録

1２月 ＨａｐｐｙＢｉｒｔｈｄａｙ

吉川香絵 メネット

1２月 Ｈａｐｐｙ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ

塚本勝己・由美

編集後記

会則に則って運営されているからウエストクラブの

良さがあると思います。鉄道の例えで、「電車のデ

ザインや形は変わっても、レールの幅は変わらない」

と、よく父親から言われたことがあります。会則修

正案みんなでよく話し合いましょう。

前期はこれが 終号となります。報告ばかりになっ

てしまいましたが、新年号からはメンバーやメンバー

ファミリーのエピソード、楽しい出来事の記事など

も掲載したいと思います。 ブリテン委員長より


