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国際会長（ＩＰ） 主題 “Ｇｏ Ｙｅ Ｉｎｔｏ Ａｌｌ Ｔhe Ｗｏｒｌｄ ”

「全ての世界に出て行こう」

アジア地域会長 岡野 泰和 （大阪土佐堀）

主題 “Ｓｔａｒｔ Ｆｕｔｕｒｅ Ｎｏｗ” 「未来を始めよう、今すぐに」

西日本区理事 高瀬稔彦 (岩国みなみクラブ）

主題 “Ａｔｔｅｎｄ ｃｌｕｂ ｍｅｅｔｉｎｇｓ ｗｉｔｈ ａ ｃｌｅａｒ ｍｏｔｉｖｅ

ｔｏ ｍａｋｅ the ｍｏｓｔ ｏｆ ｔｈｅｍ”

「志をもって例会に参加し、学びの機会をもちましょう。」

京都部部長 桂 厚子 (京都ウエストクラブ）

標語 “Ｌｅｔ ｕｓ ｊｏｉｎ ｈａｎｄｓ ！”

～さあ！手を取り合ってワイズの輪を広げましょう！～

標 語
ＥＭＣ‐Ｍ
ＭＣのＭはＭｅｎｂｅｒｓｈｉｐ。会議や奉仕の中にも

「親睦」を大切にし、メンバーひとりひとりが成長でき

るクラブの風土を育てていきましょう！

為国 光俊 ＥＭＣ事業主任

西日本区強調月間

「羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通
りだったので神をあがめ、賛美しながら帰って行った。」

ルカによる福音書第２章２０節

今 月 の 聖 句

第３４代

会長主題

ＦｕｔｕｒｅＣｏｄｅ未来への鍵

～１人ひとりの役割を見つけよう～

今期、桂部長の下、京都部でYサ・ユース事業主査の大役を仰せつかり、早いもので、

もうすぐ前半期を終えようとしています。主査輩出クラブであるウエストクラブのメンバー

の皆様には、Yサ・ユース事業にとりわけ多大なるご理解・ご協力をいただき、心より感

謝申し上げます。さて、今期、京都部Yサ・ユース事業の主題として、『若者と、共に語

ろう。～ユース支援の具体化を目指して～』を掲げております。その中心的事業と位置付

けられる「全国YMCAリーダー研修会・昼食交流会」におきましては京都部18クラブ中、16

クラブの協力で開催され、成功裏に終えることができました。晴天に恵まれ、全国のリー

ダーに喜んでもらえ、心に残る機会となったのではと思います。交流会の場においては、ワイズメンと若いリーダー

達が、食事を共にしながら語り合う機会を持つことができました。お互いの距離をたとえ僅かであっても縮めるこ

とができたのだとしたら、これに勝る喜びはございません。全リー研に対する西日本区からの貴重な支援金も頂戴

することができ、オータムフェスタの場をお借りして、無事京都YMCAへお渡しすることができました。只今ほっと

しているところです。ご協力いただきました皆様に心より御礼申し上げます。しかしながら、今期の京都部Yサ・ユー

ス事業、まだまだ気を緩めることはできません。チャリティゴルフ、夜桜フェスタ、YYYフォーラム、チャリティラ

ンなど、後半にも大切な行事が数多く控えております。また、今期、特徴的な取り組みとして、「福知山YMCAの活

動理解、支援」を掲げており、福知山YMCAについても理解を深めていきたいとも考えております。私達ワイズの活

動は多彩で、地域奉仕事業、EMC事業など、いずれも重要な分野ばかりではありますが、Yサ・ユース事業がワイズ

メンズクラブの存在の根幹をなすものであることに今も昔も変わりはないと考えます。後半期においても、ご理解

の上、引き続きYサ・ユース事業にご協力いただけますよう、心よりお願い申し上げる次第です。
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１１月３日（祝）、京都ＹＭＣA学園祭が開催されました。

肌寒く雨が降りそうな気候の中、三条通りでは京都めいぷる

クラブの焼そば、京都プリンスクラブのホットドッグ、館内

では京都ウエストクラブのわらび餅と各クラブのメンバーは

慌ただしく準備作業に追われていました。何気なく出店ブー

スが少なくひっそりした感じでした。午前１１時にオープン

され、ステージの催しも同時に始まりました。来場者もファ

ミリーが多く、まずは２階のリーダーが主催するブースへ直

行されます。２階ではおでんうどん、たこ焼きを蛸せんべい

で挟み込んだ、たこ焼きせんべいやクレープなどリーダーが

活気良く販売されてました。塚本会長と私はアロマハンドマッ

サージを体験しました。手のひらには体中の臓器のつぼが集

中しており、健康チェックが出来るそうです。リーダーとい

ろいろ会話しながら、リラックスでき手がすべすべになりま

した。京都ウエストクラブのわらび餅は午前中に完売して少

し早目の終了となりまた。

参加者：塚本会長、桂部長、野々口、市橋、鈴木メネット、

草野、野田

11月4日、京都テルサでバリアフリーコンサートが開催さ

れました。このコンサートは、ワイズメンズクラブが支援す

る施設、諸団体の方々に喜んでいただき、交流でき、そして

ワイズメンズクラブの日頃の活動を多くの方々に知っていた

だきたいという思いから、京都部が企画し、在京都ワイズメ

ンズ各クラブが協力して開催される運びとなりました。障害

のあるミュージシャンや慈善活動に取り組む歌手、ボランティ

ア団体に出演いただき、司会はラジオパーソナリティーの佐

藤弘樹さんが務められました。12：30開場の予定が１２時に

は受付前はすでに多くの人で賑わいました。弥生さんのシン

セサイザーの演奏で幕が開き、桂京都部部長が開会の挨拶を

されました。第１部は、弥生さんのシンセサイザー、陽子さ

んのパーカッションの演奏、タンポポハウスさんの紙芝居、

読み聞かせ、小棚木優さんのチェロ、長井有里子さんのピア

ノ演奏、とても清らかな音色の心に響く内容でした。第2部

は久米小百合さんの歌とピアノ、久遠美穂さんのバイオリン

演奏、そして最後は、長谷川きよしさんの歌とギターの演奏

で幕を閉じました。来場者６０

０人と大盛況で、コンサート終

了後、会場は参加者、スタッフ

の笑顔で一杯でした。ウエスト

クラブは、受付、進行、誘導な

どのお手伝いをさせていただき

ました。心の暖まる１日でした。

１１月４日（月祝）１０時に京都ＹＭＣＡに集合。今回

ウエストクラブは午前の参加にて、四条烏丸に例年通りと徳

義会の先生と子供たち（小学５年生４名）と合流し、２時間

弱呼びかけて募金活動をしました。一人の子供はチラシを通

行人に渡すのが、手際よくすぐなくなるので、対角で募金し

ているもう１つのドッジボールチームにもらいに行く程でし

た。募金の金額よりも、良い広報活動に励んでくれました。

その後近くで休憩し徳義会さんとは別れ、私たちはワイズディ

会場へと向かい素敵な音楽を聴くことがでました。

参加者 大西・岩本（ウエスト）北野（Ｙ）

「被災地小学生サッカー

大会＆北東部ユースリーダー

ズアクト」に参加のため、

１１月２日９時半仙台空港

に降り立った畠平・岩本ワ

イズと私は、清水弘一ワイ

ズの案内でYMCAに向かう途中、悲惨な思いがよみがえる名取

市の被災地をめぐりました。廃墟と化していた閖上（ゆりあ

げ）小学校体育館には、津波でひどく傷んだ仏壇や位牌、ラ

ンドセルなど数々の遺品が展示されていました。今なお身内

の遺品探しに訪れる人がおられると聞き本当に胸が詰まる思

いでした。YMCA では、鹿折FC代表の菅原洋一様からの講話

として「大津波～その日の記憶」を拝聴。津波のためにグラ

ウンドや用具の一切を失くし悲嘆にくれる中、３週間後に発

見された車中に奇跡的に残っていた重油まみれのユニフォー

ムのおかげで”サッカー魂“が復活したそうです。まだまだ

劣悪な環境でも周りの支援で何とか練習もできるようになり

子供たちも元気を取り戻しているとのことでした。東北学院

大学泉キャンパスを会場とした今回の大会は、大変な苦難を

克服しつつもいまだ多くの難題を抱えた環境にある気仙沼市・

石巻市・名取市の被災地小学生サッカー６チームを、第３０

回仙台YMCAサッカー大会に招待して激励交流を図る目的を持っ

たワイズ東日本区北東部とYMCA による初めての協働の大会

となったのです。開所式を終えた翌３日は好天に恵まれ、９

時半からの開会式の後、１０時から１４チームによる予選会

の幕が開きました。東京西の神谷ワイズと私の応援チームは、

なんと悲惨な状況を見てきたばかりの閖上のサッカースポー

ツ少年団でした。ことのほか小さい４年生選手が、大人なみ

にでっかい相手選手の足元でボールを奪いあう懸命なテクニッ

クを発揮した奮闘もむなしく予選落ちとなりました。決勝戦

は手に汗握るＰＫ戦の結果、被災地チーム鹿折フットクラブ

Ａが仙台Y立町Ａを破って栄冠を手にしました。感動を与え

てくれた表彰式では１～３位の表彰の後、Pentagon表彰とし

て被災地４サッカークラブに公式戦ボールをPentagon４名か

ら贈呈し健闘を称えました。なお最後に、被災地小学生や家

族の皆さんを励ますことに大きな成果を上げ、われわれには

大きな感動を与えてくれた今大会には、PentagonDBCとして

西日本区CS支援金２０

万円を含め４０万円を

贈らせていただけたこ

とに対し、東日本区とY

MCAから深い感謝の言葉

をいただいたことを報

告いたします。

京都ＹＭＣＡ学園祭報告

Ｙサ・ユース委員 野田 泰伸

ワイズデー「バリアフリーコンサート」報告

地域奉仕・環境委員長 牧野 万里子

国際協力街頭募金の報告

ブリテン委員 岩本 敬子

被災地小学生サッカー大会に応援参加して

交流委員長 森田 恵三



バリアフリーコンサートの翌日、11月5日ウェスティン都

ホテルにてキャピタルクラブのメネット例会が行われました。

高瀬西日本区理事、谷本メネット主任、桂部長、安平書記、

中原事務局長、他クラブのメネットさんが出席され、キャ

ピタルクラブらしい重厚な例会が始まりました。通常例会の

間にメネットプログラムが入るという形で、スーパーキッズ

オーケストラ（ヴァイオリン2名・ヴィオラ・チェロ）カル

テットのコンサートを開催されました。中学生や高校生のか

わいい演奏者ですが、さすがスーパーキッズというだけ、素

晴らし演奏で楽しい時間を過ごしました。ゲスト、ひとりひ

とりに手書きのメッセージカードやおいしいパン・お菓子の

おみやげとキャピタルクラブのメネットさんのお心の遣いに

感歎した素敵な例会でした。

出席者 桂・大西・中原・安平・野田ﾒﾈｯﾄ・立山ﾒﾈｯﾄ

11月に入り、寒さで朝が起きにくくなってきた、塚本です。

竹林ワークの前日も飲み会があり、目を擦りながらのワーク

が始まりました。天候は良く、前回伐採した雑草も11月とな

ると流石に伸びてきてはいません！ですから現在は広場がと

てもきれいな状態になっています、もちろん竹林も今が一番

の伐採の時期なので、（東前さんの受け売りですが）加藤ワ

イズを筆頭に１０本程伐採いたしました。枝掃いは大西ワイ

ズと河合ワイズに担当して頂き、効率よくワークができたと

思います。今回は市橋ワイズがコメットさんと一緒にじゃが

いもを持ってきていただいたので、福田ワイズ担当の竹を燃

やす場所でじゃがいもを蒸かしてもらいました！これが絶品

の旨さ！流石段取りの良い市橋ワイズ、塩とバターは忘れず

に持ってきて頂きじゃがいもがより美味しくなったと思いま

す。みんなで休憩中、先日の東日本チャリティーサッカー大

会の話を森田ワイズに少しして頂き、和やかにワークが終了

致しました。次回は、今年最後のワーク！伐採した竹を運ぶ

ワークがありますので是非皆さんの参加をお待ちしておりま

す！参加者は、東前さん、森田、大西、市橋ワイズ・コメッ

ト、加藤、福田、河合ワイズ、塚本の合計９名でした。

１１月１４日に開催された今月のオープン役員会は、師走

を控え、１０月に続き、今月も役員、メンバーの出席は少々

淋しかったものの、会合自体は、現在ウエストクラブが実施

し、関与している会合、行事、事業の多さを反映して、議題

てんこ盛りであったが、円熟味を増した塚本会長、野々口書

記の手腕により、滞りなく終了しました。それらの項目は、

本ブリテン別記の役員会欄を参照していただくとして、ペン

タゴン・東北大震災支援関係の木工製品支援要請の取扱いな

ど、これから協議検討を要する事項などが報告されました。

日頃、役員会、例会以外の出席、参加状況が振るわず、原稿

依頼が主な仕事である私としては、各行事に積極的に参加協

力し、活動して頂いている皆さんには、本当に頭の下る思い

です。なお、会則見直し委員会（森田委員長、河合・草野委

員）では、オープン役員会を（第二の）例会扱いすることの

是非について、検討し提案する予定ですので、メンバーの皆

さんには、オープン役員会の内容や持ち方についても、関心

を持って頂くよう、この場を借りてお願いする次第です。

１１月１７日（日）、例年のごとく、まずは許される限り

自分が楽しもうと思って臨んだみやこ作業所ふれあい祭りの

会場である西院中学校へ自転車を走らせました。好天気にも

恵まれ、お客さんがいっぱいになるのは間違いないと確信し

ました。会場では、最初にわらび餅の準備を手伝いました。

１１時になると、市橋ワイズと共に作業所バザーの手伝い

に抜擢され、ブースのバリアー囲いを作って、特に表玄関か

ら入っていただくように、ひたすらお客さんを誘導するとい

う役割を担当しました。誘導係に慣れてきたころから、バザー

のブース回りをし、お客さんとの会話を楽しく弾ませること

が出来ました。お昼過ぎ、ステージ会場幕のウラで、うどん

と一銭焼きの昼食をいただきました。昼食後、バザー会場に

戻ると、来場者も一段落し、バリアーの係の必要も少なくなっ

たので、目当てにしていた利口なバザー品を求めて、会場巡

りをしました。最後に訪れたお店で、帽子、ショルダーバッ

ク、Ｔシャツ、おまけにコートジャケットも付けて、わずか

３００円の出費で収まりました。ウエストのメンバーには

「嘘みたいでしょう」と紹介しました。嬉しいことがあると、

後片付けもスムーズに終了することが出来ました。 塚本会

長はじめ、当日参加されたウエストの皆さん、大変お疲れ様

でした。お土産の焼きそばは、家族と一緒に、おいしくいた

だきました。出席者：塚本会長、野田、立山、安田、角

谷、牧野、大西、市橋、林、福田、野田・立山ﾒﾈｯﾄ

１１月２３日恵まれた爽やかな秋日和の中、１４クラブの

協力で恒例のオータムフエスタが開催されました。宇治市の

名木であるメタセコイヤの大木がリトセンを取り囲み、山々

の雑木も紅葉の盛りであった。わがウエストは昨年に続き、

ジャンボギョーザと大学イモを出店し、とても好評でした。

今年のイベントは広場のテントステージで大人も子供も交え

た10数人のグループで、マイケルジャクソンを真似た踊りや、

塚本会長のユーモアあふれる名司会で、子供達を中心にした

綱引き合戦は、つばさ園の優勝で終わりました。クラブ関係

参加者は、大人 １６名、子供 １１名、メンバーの内訳は、

塚本会長・メネット・コメット２、桂、河合、大西、牧野、

中原、安平、島田の各ワイズ、松本メン・メネット・コメッ

ト２、平安徳義会関係は、先生１人、子供６人のほか、ゲス

ト５名でした。

１１月９日竹林ワーク報告

会長 塚本 勝己

みやこ作業所ふれあい祭り報告

地域奉仕・環境委員 福田 英生

１１月オープン役員会報告

ブリテン広報委員長 草野 功一

リトセンオータムフエスタ報告

地域奉仕・環境委員 松本 忠正

キャピタルクラブ訪問報告

メネット連絡員 立山 益子



 

１１月２８日（木）午後６時３０分、いつもより３０分早

く京都ロイヤルホテル＆スパで、ドライバー委員会肝いりの

ＥＭＣ例会が行われました。メンバー２９名、ゲスト１５名、

キャピタルクラブ（30周年アピール）から３名お越しいただ

き、野田メネットが着物姿で花を添えていただきました。塚

本会長のいつも楽しい挨拶で始まり、まず30周年映像を大き

なスクリーンで振り返りをした後、河合ワイズの食前感謝で

食事となりました。ビールなども出て、後ろで斉藤ゆかりさ

んが、ピアノを弾いてくださる中、和やかに歓談の時間が持

たれました。８時前には、吉川、林両ワイズの司会で、茂山、

渡辺、山田、３名の新人ワイズがパネラーとなって司会の質

問に答えていくという進行で、部会での裏方の苦労やＰＣ操

作で緊張の連続だったというお話や、それぞれの率直な答え

に会場から爆笑が起こりました。その後少し先輩の安田、吉

川、林３ワイズが活動報告をされましたが、今やウエストで

はなくてはならない活躍中のお三人はウエストの顔になりつ

つあります。ゲストの紹介をメンバーとともにそれぞれのテー

ブルでマイクが回り、私は期待の目で見つめてしまいました。

今日は楽しくワイズメンズクラブの広報ができて、なにより

もメンバーのいい笑顔がゲストの気持ちに響いたのではない

かと思っていましたら、後日早速会長のゲスト山本さんが入

会してくださるという成

果に繋がりました。 嬉し

いです！究極今ＥＭＣだ

と思います。

ぜひウエストの仲間を

今期増やしましょう!

１.クリスマス献金受付中 12月1日～1月31日

２．市民クリスマス クリスマス礼拝・キャロリング

日時 １２月２０日(金) 午後７時～

３.京都ＹＭＣＡチャリティコンサート

日時：１月２５日（土）午後６時３０分開演

三条本館 電話０７５－２３１－４３８８

☆役員会☆
報告事項

1. 10月12日及び11月9日の竹林ワーク報告 塚本会長

2. 10月13日全国リーダー研修会報告 大西Yサ委員長

3. 10月24日（部長公式訪問）例会 林ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ委員長

4. 10月19日ポテトファンド、ポテトワーク報告

角谷ファンド委員長

5. ペンタゴン支援金について 塚本会長

6. 11月3日YMCA学園祭報告 野田ワイズ

7. 11月4日ワイズディバリアフリーコンサート報告

(桂部長 安平書記)

8. 11月4日街頭募金の報告 大西Yサ委員長

9. キャピタルクラブメネット例会報告 大西Yサ委員長

10. 11月17日みやこ作業所祭りについて 塚本会長ほか

11. 11月23日オータムフェスタについて 大西Yサ委員長

12. 11月28日EMC例会,12月15日Christmas例会について

林ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ委員長

13. 2014/3/16チャリティーゴルフ について 塚本会長

14. 三クラブ合同新年例会について 塚本会長

15. クラブ忘年会について 塚本会長,金澤副会長

協議事項

1. クリスマス例会会費について 塚本会長

役員会議案

議案１.クリスマス例会の会費及びメンバー負担金について

①ゲスト会費を金8000円とする。

②メネット会費を金5000円とする。

③コメット会費を、成人は5000円、

２０歳未満（高校生以上）は金4000円

小・中学生は金3000円

３歳児以上幼稚園児は金1000円

３歳児未 満（２歳児以下）は無料とする。

④徳義会職員各位の会費を金5円とする

以上 承認

⑤メンバー負担金について 保留・継続

１２月 ＨａｐｐｙＢｉｒｔｈｄａｙ
吉川 香絵 メネット

１２月 ＨａｐｐｙＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ

塚本 勝己・由美 ご夫妻

２０１３年１２月スケジュール

12/5 木 三役会 19：00
京都三条
ＹＭＣＡ

12/12 木
オープン

役員会
19：00

京都三条
ＹＭＣＡ

12/14 土 竹林ワーク 9:00 長岡西山 竹林

12/15 日
ｸﾘｽﾏｽ例

会
18：00 ｴｸｼﾌﾞ八瀬離宮

２０１４年１月スケジュール

1/11 土
三クラブ合同

新年会
16：30 セントノーム

1/16 木 三役会 19：00
京都三条
ＹＭＣＡ

1/23 木
オープン

役員会
19：00

京都三条
ＹＭＣＡ

休 竹林ワーク 長岡西山 竹林

編集後記
本年の掉尾を飾る12月号もメン、メネットの皆さん

のご協力と、山田委員の尽力、岩本委員のアシストに

より発行することができました。新年号以降もよろし

くお願いします。 草野 功一

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。

ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ

ＥＭＣ例会（通算７２５回）報告

京都部部長（ドライバー委員）桂 厚子


