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国国国国際際際際会会会会長長長長（ＩＰ） 主題 ”Talk Less, Do More”

「言葉より行動を」

アアアアジジジジアアアア地地地地域域域域会会会会長長長長 岡岡岡岡野野野野 泰泰泰泰和和和和 （大阪土佐堀）

主題 ”Start Future Now”

「未来を始めよう 、今すぐに」

西西西西日日日日本本本本区区区区理理理理事事事事 松松松松本本本本 武武武武彦彦彦彦 (大阪西）

主題 ”To walk together,echoing each other”

「響き合い、ともに歩む」

京京京京都都都都部部部部部部部部長長長長 畑畑畑畑本本本本 誠誠誠誠 (京都トゥービー）

主題 ｢行雲流水 」

～Be Y's man～

標標標標 語語語語

Ｍｅｎｅｔｔｅｓ

各クラブでメンがメネットの参加を促せる例会を！

メネットは是非例会に参加し、ワイズの醍醐味を味

わってください！

西村寛子メネット事業主任

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

わたしは世の光である。わたしに従う者は暗闇の中

を歩かず、命の光を持つ。

ヨハネによる福音書第８章１２節

今今今今 月月月月 のののの 聖聖聖聖 句句句句

会会会会 長長長長 金金金金澤澤澤澤 典典典典子子子子

副副副副会会会会長長長長 加加加加藤藤藤藤 秀秀秀秀行行行行

書書書書 記記記記 市市市市橋橋橋橋清清清清太太太太郎郎郎郎・・・・ 野野野野田田田田泰泰泰泰伸伸伸伸

会会会会 計計計計 角角角角谷谷谷谷多多多多喜喜喜喜治治治治

第第第第３３３３５５５５代代代代

会会会会長長長長主主主主題題題題
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メ ン

メネット

コメット

ゲ ス ト

ビジター

21名

1名

0名

1名

0名

26名

3名

0名

16名

4名

第一例会

納涼例会

0円

11000円

会 員

広義･功労

特別ﾒﾈ ｯﾄ

出席率96.4％

ﾒｲｸｱｯﾌﾟ含む

前月出席率

96.4％ 23名 49名 11000円

27名

2名

1名

30名

メメメメンンンンババババーーーー数数数数

メ ン

メネット

コメット

ゲ ス ト

ビジター

Club Office

京都ＹＭＣＡ本館

〒604 中京区三条柳馬場角

TEL(075)231-4388

野 菜 夏

カ レ ー

18000円

5400円

23400円

京都部部長を終えて 京都部直前部長 桂 厚子

ウエストクラブの皆様が、後押しして下さって励まして下さったお蔭で、何とか部長職

を無事に終えられた事を本当に感謝いたします。本当に有難うございました！

今期各クラブ会長と意思の疎通が出来全面的な支援を取り付けることが出来て、ワイズデー

に対する取り組み方も京都市民を巻き込んで、１クラブではなかなかできないバリヤーフ

リーコンサートを開催出来ました。そしてたくさんの賛助金をいただき、三条ＹＭＣＡに

１８クラブの名盤を取り付けることが出来、福知山ＹＭＣＡの看板のリニュアールするこ

とができました。リトセン看板の方は難航しているみたいで無理を言ったみたいで申し訳

なく思っています。

無事にといいますか、本当にキチンと部長の責務を果たせたかどうか自分の中ではまだ検

証出来ていませんが、目一杯で時間と共に終了しホッとしたところです。本当に時間と共

に燃え立ち今や鎮火して行く気分で居ります。

部長として他クラブを見る機会やＹＭＣＡと関わる機会、又他部のメンバーやクラブに触

れる機会をいただき、私自身のワイズに対する視野が開かれ深く知る事が出来ました。その事をウエストクラブに還

元してこそ、おして下さったメンバーにお返しが出来るのではないかと思いました。

だからなにかいいお話をすべきだとやりかけましたが、不思議な事に次期の畑本部長期の京都部や次期の金澤会長期

も始まっていく流れを見ていると、その必要はないと思い至りました。私もそうであったように、部長としての自覚



と共に何をすべきか、どうあるべきか、人に話をして

行動の中で実現して行くものなのです。塚本会長も金

澤会長も溌剌とされる姿を見ると、役職経験はすべて

自分のものでその人を成長させるものであると確信い

たしました。部長を引き受けさせていただいて私自身

自らの成長を自覚した筈です。（その内自分でビック

リするかな？）だからこそみんな進んで役職は引き受

けるべきだと思い至った次第です。その期その期でク

ラブは革新され会長が率いられるスタッフでクラブの

色や会長の個性が表れるものなのですね。それには毎

年必ず１期１期溌剌とした会長を選んでいくべきです。

クラブは揺れながら自由な発想で変わっていくべきで

しょう。願わくは我がクラブから部にも区にもどんど

ん出て行って欲しいのです。

それから先日エルマークロウ賞授与のお話が飛び込ん

できて、１番面喰っているといいましょうか、嬉しい

より戸惑いです。でも桂さん一人の事じゃないんだよ

と言われて、そりゃそうだ、支えてくれた三役、塚本

会長始めウエストの、メンバー、役員、各会長、応援

して下さったワイズメンに感謝しつつこれはみんな京

都部にもらったものと考えるとその通り（ ）でした。

本当に応援して下さって皆様有難うございました。感

謝です！

8月 4日に三条YMCAにて行われました。

塚本PT委員長、金澤会長のもと、会議は進められまし

た。

記念例会は3クラブで承認がとれ、1月の合同例会で

行うことが決まりました。

主な招待メンバーの選定、DBC・ペンタゴンのメンバー

へのお声かけ、徳義会二は今期卒業生徒（先生方）へ

のお声かけが決まりました。

記念誌については、中原委員長の確認のもと、部数、

費用、時期、内容を含めて活発な意見がでて仕上げる

が楽しみな内容になると思います。

スケジュールがタイトですが、記念誌を仕上げるた

め、ウエストメンバーノ協力も必要です。

記念アクトは、YMCA舞鶴記念校への植樹を検討しま

した。

阿部連絡主事を通じてYMCAに確認をとります。

次回の委員会は、9月17日に行います。

８月14日（木）お盆の真最中ですが、第一例会（オー

プン役員会）が京都YMCAにて開催されました。開会点

鐘、会長挨拶の後、各種事業に関する報告、協議が行

われました。現在準備が進められている事業としては、

東京ひがしクラブ水掛け祭参加、アジア大会エクスカー

ション準備、ウエスト35周年記念事業、台北DTクラブI

BC関連十勝クラブ訪問、ウエスト独自のワイズデー企

画などがあり、自クラブだけに留まらない広範囲なも

のが多いなという印象を受けました。また、中原直前

京都部事務局長から、桂直前京都部部長の、国際大会

においてのエルマークロウ賞受賞の嬉しい報告が行わ

れ、「祝う会」の企画も進めていくとのことで、後の

議案により、PT委員長に安平ワイズの選出が承認され

ました。これら多くの事業に対し、オールウエストで

協力していかねばならない

という気持ちを新たにした

ひと時でした。続く総会で

は、塚本期の会計報告の予

定でしたが、改めて臨時総

会の場が持たれるとのこと

で継続審議となり、例会は

終了しました。

８月２８日(木)京都ホテ

ル＆スパにて、恒例の納涼

例会が行われました。今年

は金澤会長の肝いりで、京

都日蓮宗 光照山 蓮久寺

三木大雲住職の「怪談和

尚のこわ～いお話」で幕開

けです。三木住職が、関西テレビの怪談グランプリで

優勝された「京見峠の怖い話」についつい引き込まれ

てしまいました。

住職は、町中での辻説法、インド訪問など、色々な

体験踏まえておられるので話上手で面白かったです。

その後、山田ワイズの食膳のひと言と乾杯の発生で食

事を楽しみました。ゲストの皆様から、自己紹介を兼

ねてひと言「こわーい話」を頂戴し、中にはスピーカー

顔負けの、ゾーとする怖いお話もありました。ゲスト

の方々も一緒に怪談を楽しみ、和やかな中で夏のひと

時を涼しく過すことができました。

多くのゲスト、平安徳議会の先生、他クラブのワイ

ズメンをお迎えしての例会は元気をこちらも貰えてい

いものですね。ゲストの中から、「三回来たら、メン

バーになれるとお聞きしています。」と大変うれしい

お話も出て、仲間

が増える事を期待

してワクワクして

います。（怖さも

どっかへ飛んで行

き、これで良く眠

れます。）

35周年PT会議 8月4日（月）

ドライバー委員 林 正章

オープン役員会報告 8月14日（木）

ドライバー委員長 河合 久美子

納涼例会 8月28日（木）

EMC・ドライバー委員 大西 光子



京都駅集合で始まったDBC深

川水掛祭り。３度目の参加なの

で「粋だね～」今年はいくつの

垢抜けした東京を見せていただ

けるか。こんな不謹慎な思いも

片隅に目指すはは東京駅。須田

さん野本さんのお出迎えで早々

全員に和柄ショルダー袋のプレ

ゼントをいただきました。東京

スカイツリーへは飯田・金丸ワ

イズの運転で地元ならではの裏

事情を添えながらのガイドさん。東京スカイツリー天望

デッキ(350m)までのぼり再度乗り換えての天望回廊(450m)

まで天候も小雨の中ではありましたが雲の切れ間から、

地上の小さなジオラマを眺めこの高さを実感。ゆるきゃ

らのソラカラチャンも写真のお相手。その後ソラマチの

各店舗でお土産を早々GET。日本橋、浅草を横目にメンバー

の息子さんがされているお店で大歓迎夕食会。久しぶり

の再開と新しく出来た子クラブの東京ベイサイドクラブ

メンバーも交え森三中ばりのユニークなYMCAの職員さん

もいっしょに大盛り上がり。二次会はホテル１Fの居酒屋

さんで。「シベリア」という関西では聞きなれない食べ

物に興味津々でやっと就寝の一日でした。

江戸の三大祭りの一つである、3年に1度の富岡八幡宮

の本祭り当日、前日に連れて行ってもらった初めての東

京スカイツリーと、前夜祭での歓迎パーティーの感動と

興奮が冷めやらぬ為か、早朝五時ごろに目が覚めてしま

いました。ホテルの窓を開けると遠くの方で賑やかな声

が聞こえてきましたので、もうすでに各地区の御神輿が

集まり始めているのだなとわかりました。富岡八幡宮の

例祭は、本祭り→御本社祭り→陰祭りの順番に1年ごとに

3周期で行われ、深川八幡祭りとも言われているそうです。

今回はその三年に１度の本祭り最終日の５５基もの大神

輿が約８キロもの距離を練り歩くという、まさに本祭り

のハイライトというのにふさわしい神輿連合渡御、しか

もその５５基もある大神輿のなかの一番神輿に参加させ

てもらえました。はっぴに袖を通し準備もそこそこにし

て、御神輿との合流地点に向かう道すがら、御神輿が通っ

た後の路面はすでに大雨が降った後のようでした。道路

の両脇には大神輿に清めの水をかけようとバケツやホー

スを手にして、虎視眈々とした目で、次の大神輿が来る

のを楽しそう待っている人たちが印象的でした。実は、

僕たちが担がせてもらう大神輿と合流して担がせてもらっ

ている最中のことはあまり詳細な記憶がのこっておりま

せん。ただただ楽しくて、時折浴びせかけられる大量の

水に大喜びして、全然見ず知らずのすごいムキムキのお

兄さんたちとわっしょいわっしょい言い合いながら大笑

いして、あんまりにも夢中になりすぎてサポート組の金

澤ワイズとの合流地点を通り過ぎ、危うく予定の新幹線

に乗りそびれてしまうところでした。帰りの新幹線の中

でも興奮しっぱなしでしたのでご一緒させていただいた

他のメンバーの方には大変ご迷惑をおかけしていましま

た。

あと、中原ワイズの撮影器具の防水対策は完璧だなと

思いました。また３年後が楽しみで仕方がありません。

参加者：金澤会長、野田、中原、安平、塚本、安田、角

谷、山田、河合(敬称略)

深川水掛祭りDBC 8月17日（日）

ブリテン委員 山田 麻紀夫

深川水掛祭りDBC 8月16日（土）

交流委員長 中原 一晃



 

 

１.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・体育の後期募集がはじまります。

グローバルアウトドアクラブ ９月５日(金)午前10時

電話(０７５)２３１－４３８８

スイミング・体育 ９月１日(月)午前10時

電話(０７５)２５５－４７０９

２.第４回 ＡＩＤＳ文化フォーラムin京都 プレイベン

ト『トークバック』沈黙を破る女たち 上映会

2014年９月２２日（月） 同志社大学 寒梅館

入場料：一般／５００円 学生／無料（学生証を提

示してください）

３.「第４回ＡＩＤＳ文化フォーラムin京都」～エイズ

を知ろう エイズで学ぼうⅣ～

日時・2014年１０月４日（土）12：30～18:30、

５日（日）10：00～17：15（予定）

場所：同志社大学 新町キャンパス 尋真館

入場料：無料

４.ボランティアセミナーのご案内

①ちょこっとボランティア 視覚障がい者サポートの

講習会

講師 松永信也(まつなが のぶや)氏

日時 ９月２７日(土)午後６時３０分～８時３０分

場所 京都YMCA(三条柳馬場) 参加費 ３００円

②がん患者さんとそのご家族へ 第92回 苦しみ、悩

み、不安を共有しませんか。

日 時 9月20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

※2～4ともお申込は京都ＹＭＣＡ

電話(０７５)２３ １－４３８８

またはvb@kyotoymca.or.jp

ＹＹＹＹＭＭＭＭＣＣＣＣＡＡＡＡ ＮＮＮＮＥＥＥＥＷＷＷＷＳＳＳＳ

☆☆☆☆ 金金金金澤澤澤澤期期期期8888月月月月役役役役員員員員会会会会☆☆☆☆ （8/14）

司会：野田書記

報告事項

1 7/15,16祇園祭清掃ボランティアについて報告 福田地･環委員長

2 7/24(木)キックオフ例会について報告 河合Dr委員長

3 8/9(土)竹林ワーク(流しそうめん)についての報告

安田竹林PT委員長

4 夏野菜ファンド・カレーファンド報告 茂山ファンド委員長

5 ポテトファンド告知 茂山ファンド委員長

6 7/18京都部CS事業報告 各担当委員長

7/25京都部EMC事業

7/28ファンド事業

8/2メネット懇談会報告

7 8/24平安徳義会夏祭り準備の件 福田地･環委員長

8 8/28納涼例会 河合Dr委員長

9 アジア大会準備委員会(エクスカーション担当)進捗報告

島田Ex委員長

10 35周年PT委員会進捗報告 塚本35th委員長

11 ペンタゴンDBCブリテン交流について 森田ワイズ

12 功労会員・広義会員の今期会費について 角谷会計

13 十勝クラブ訪問の件(台北DTクラブとのIBC締結準備)

中原交流委員長

14 桂京都部直前部長のエルマークロウ賞受賞報告

中原前京都部事務局長

15 各事業委員会報告 各事業委員長

協議事項

1 ワイズデーの京都ウエスト独自企画について

2 ウエスト35周年記念アクトの件

☆☆☆☆役役役役員員員員会会会会議議議議案案案案☆☆☆☆

議案１ 健康上の理由で長期欠席するメンバーのお見舞金を10000円とす

る。慶弔費予算より拠出する。

承 認

議案２ 桂直前部長がエルマークロウ賞を受賞するにあたり、祝賀会の

ＰＴ委員長を安平ワイズ、補佐を中原ワイズとし委員会を発足

する。

承 認

✩✩✩✩総総総総会会会会✩✩✩✩

８月総会議案書 定数に満たない。

会計内容は塚本直前会長が読み上げましたが、会計報告詳細は加藤直前

会計が欠席の為、

次回に継続審議。

２２２２００００１１１１４４４４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

9/4 木 三役会 19：00

京都三条

ＹＭＣＡ

9/11 木

役員会

第一例会

19：00

京都三条

ＹＭＣＡ

9/13 土 竹林ワーク 9：00 長岡西山 竹林

9/25 木

メネット

例会

19：00 ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ＆ｽﾊﾟ

9月 ＨａｐｐｙＢｉｒｔｄａｙ

野々口 佳孝 ワイズ 7日

野田 君子 メネット17日

９月ＨａｐｐｙＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ

福田 英夫・仁美 ご夫妻 28日

２２２２００００１１１１４４４４年年年年１１１１００００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

10/2 木 三役会 19:00 京都YMCA

10/9 木 役員会(第一例会 19:00 京都YMCA

10/11 土 竹林ワーク 9:00 西山竹林

10/17-19 金～ 十勝クラブ 後報 十勝 他

10/23 木 例会 19:00 ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ&ｽﾊ

10/25 土 ポテトワーク 後報 後報

10/26 日 ｴﾙﾏｰｸﾛｳ賞祝会 後報 ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ&ｽﾊﾟ

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。。。。


