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「強
強い義務感を持と う！義務は全て の権利に伴う」
標

語

国際会長 W ic h ian Bo o n m apajo rn (タイ)
主題 ”Misson with Faith”(信念あるミッショ ン)
「言葉より行動を」
アジア地域会長
Edward K.W. Ong（シンガポール）
主題 ”Through Love, Serve”(愛をも って奉仕をしよう )
西日本区理事 遠藤通寛 (大阪西）
主題 ”You can do it！Yes,you can！”
「 あなたならできる！きっとできる」
京都部部長 高田敏尚 (京都クラブ）
主題
｢いつも 喜んでいなさい」

西日本区強調月間
Kick-off EMC-MC
EMCはCME。まずはC:意識高揚でクラブの例会を充実さ
せましょう。クラブの特性に合った増員計画と、ドロッ
プを食い止める工夫をしましょう。
小野勅紘EMC事業主任
今 月 の 聖 句
平和を実現する人々は、幸いである。その人たちは神
の子と呼ばれる。
マタイによる福音書５章９節

会

PRES ENC E

第３６代

〜役目を果たそう、楽しみながら〜

会長主題

交流促進最優秀賞を頂いて

⻑

加藤秀⾏

副会⻑

角谷多喜治

書

記

安平智史・藤居一彦

会

計

⽴山隆一

国際交流委員会

委員長

中原一晃

一昨年は西日本区最優秀交流賞、今年は交流促進最優秀賞をいただきました。もちろん
今年の成果はじゃがいもでお世話になっている十勝クラブと台北ダウンタウンクラブのIBC
締結の仲人役をかってでた事に由来します。実際のところは現地にも出向き、何十通とい
う数えきれないメールの地道なやり取りをこなしてくださった森田ワイズの陰ながらのお
働きによるところが大きくあったと、慰労の意を込めてみなさんにご報告申し上げます。
そして主任報告の際にそのまま使えるデータ報告書も評価していただいた要因の一つでは
ないかと自負するところであります。わが委員会の手前味噌を並べましたが、十勝クラブ
とのIBC締結に一肌脱ごうとの呼びかけに6名のメンバーが手を挙げ、北海道十勝で３クラ
ブでの初顔合わせが実現し、後日IBC締結式および台北DTクラブの４０周年記念例会にもウエストクラブから
は初訪台の３メンバーを含む１０人のメンバーが参加、十勝クラブといっしょに台北を訪れ仲人クラブの使
命を無事成し遂げることができたのです。このようなすばらしい機会がまた、巡りくるなら是非とも今度は
新しい多くのメンバーに体験（体感！）してもらいたいものです。他クラブと交流する中で、例会のあり方
やそれぞれ独自の活動を垣間見ることで、お互いのクラブに新しい風が吹き込まれ、今まで気づかなかった
ことに気づかされる良い機会となり得るのだと思います。メンバー同士の考えや行動にふれ、人を知り、自
分を知る、ワイズの全ての活動の根っこになる『交流』。IBC・DBCとなれば遠く離れた地の、また海外のワ
イズメンと交友を深めることができるのですから参加しないのはもったいない。どしどし外に目を向け、
『交流』を楽しんでほしいものです。まずは参加。IBC,DBC次回は、ごいっしょに！
メンバ ー数
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27名
3名
1名
31名

7月出席率100％
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ含む
前月出席率
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ン
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ゲ ス ト
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ニコニコ

第二例会

第一例会

18名
0名
0名
0名
0名

18名

フ ァ ンド

メ
ン
メネット
コメット
ゲ ス ト
ビジター

26名
2名
0名
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0名

第二例会

25000円

合

26名

累

25000円

計

計

メ
ロ
ン
東北支援募金

合

計

9000円
4395円

13395円

YMCAリトリートセンター開設ワーク 6月28日(日)

加藤会長期最初の行事です！
京都中のワイズメン・メネットが協力して、草刈り・
清掃など夏のYMCAキャンププログラムの為の毎年恒例
行事です。京都ウエストはテント洗浄などを担当しま
した。ご参加の皆様、蒸し暑い中、お疲れ様でした。

西山竹林ワーク 7月11日(土)
地 域奉 仕・環 境委員 長 山 本幸仁

今期第1回目の竹林ワークを行いました。雨も心配し
ましたが天候にも恵まれ、9時から約2時間草刈をしま
した。
前回の竹林ワークから約3か月が過ぎ草原のように草
が生えていて、まず、車を止めるスペースを確保する
ために草刈機2台（１台はウエストクラブのものでもう
１台は赤松様が持参された物）で草を刈りスペースを
確保できました。
草刈機を使う２名が中心部や平坦な所をし、残る６
名で鎌を持ち外回りやベンチ周りの草刈をしました。
蒸し暑い中休憩をとりつつ目標は達成出来たと思いま
す。
これからの草刈の際、除草剤(環境に配慮した安全な
物を選び)を使って草の成長を遅らせては等の話を伺い
次回までに出来たら試してみたいと思っています。
次回９月に予定していますので（流しそうめん等も
考えています）お時間の許す限りご参加よろしくお願
い致します。

アフター

ビフォアー

た。役割分担を決め、手際よく作業を進め、午前中に
担当場所の作業をほぼ終えることができました。男性
は参加者全員で協力して、カヌーを浜へ移動させる作
業もありました。昼食はリーダーの手作りの４種のカ
レーです。キーマカレー、野菜カレー、レッドカレー、
ビーフカレー、とても美味しくいただきました。
午後からは、残りのイスのペンキ塗りで終了の予定
だったのですが、何と！ハードな浜の清掃作業が待っ
ておりました。炎天下のなか汗だくになりながら作業
を行いました。
メンバーがあまりの暑さで悲鳴を上げるなか、市橋
コメッツトは笑顔でお手伝いをしてくれました。熱中
症になる一歩手前？ではありましたが、事故もなく無
事にワーク終えることができました。この夏もサバエ
キャンプ場が多くの子供たちの笑顔であふれる事を願
います。当日の参加人数は、京都部５クラブ合計４３
名、ウエストからはメンバー9名、コメット１名の参加
でした。

祇園祭り清掃ボランティア参加報告 7月15日(水)
市橋清 太郎

京都で最もにぎわう夜、祇園祭の宵宵山と宵山の清
掃ボランティア活動を毎年サポートされている東稜ワ
イズメンズクラブのお誘いで出店でにぎわう通りの清
掃活動に参加してまいりました。
昨年から京都市のバックアップが加わることになり、
ごみ減量の為のリユース食器の使用を出店に促したり、
広く清掃ボランティアを集めたりして、ボランティア
の規模もかなり大きく、若い学生さんの参加が目立ち
ました。京都ウエストからは僕と中原ワイズの2名で参
加で、ユニフォームのＴシャツに着替え、ゴミ集めグッ
ズの支給を受けて、通りを歩きながら、落ちているゴ
ミを集めて回りました。一人一枚渡された30Lくらいの
ゴミ袋は2時間弱でいっぱいです。全部が落ちていたゴ
ミではありませんが、本当にたくさんのゴミがでます。
ゴミ箱はそこら中に設置されていますが、それも満タ
ンになっては新しいものにどんどん交換されていきま
す。出店がたくさん出て、人がにぎわい、華やかな祭
りでありますが、もうちょっと何とかならんもんです
かね～。

沖縄那覇クラブ例会訪問記 7月16日(木)
ブリテ ン委員 会特派 員 茂山智 広

私、茂山は市橋ブリテン委員長の特命により、沖縄
那覇ワイズメンズクラブに表敬訪問とメイクアップに
YMCAサバエキャンプ場開設ワーク 7月12日(日)
YMCAサービス委員長 牧野万里子 伺いました。
本来は９日の予定でしたが、台風９号が沖縄県を直
当日は梅雨の合間の晴天、朝からぎらぎらと太陽が 撃し、延期となった次第です。まあしかし本場の台風
照りつけ、35度を超える猛暑日となりました。ウエス は強烈で、高台にある滞在先の宿では一晩中風の轟音
トクラブは、白イス、メイン周り手すりのペンキ塗り、 でほとんど眠れませんでした。さて、当日は新しい仕
フィフティーキャビンの清掃、トイレ掃除の担当でし 事の研修を済ませた後、走行９万キロの軽自動車を駆っ

て沖縄市から那覇市のＹＭＣＡまでほぼ５０分で到着。
実は意外と遠い沖縄市と那覇市なのです。那覇クラブ屋
良会長、今回段取りをして頂いた沖縄ＹＭＣＡの理事兼
総主事代行でもいらっしゃる呉屋ワイズにご挨拶をした
後、こちらの恒例ということで、大森節子ワイズお手製
のゴーヤチャンプルや酢豚、五穀米やサラダを頂き、沖
縄の家庭の味を堪能させていただきました。そして１９
時より新年度７月例会のスタート。こちらでは開会点鐘
の後、ワイズソングではなく聖書朗読とお祈りで例会の
始まりです。その後ビジターとしてご紹介いただきまし
て、ウエストクラブについて、他クラブとの交流を大事
にしていることや、バナーのバンブーの意味など話させ
ていただきました。続いて協議事項となり
、主にＹＭＣＡのことについて皆さんで協議をされまし
た。今季屋良会長の「原点はＹＭＣＡ！」の主題の通り、
学童保育やサマーキャンプの件など、那覇クラブは本当
にＹＭＣＡを大事にされておられます。若輩者の私が言
うのもなんですが、さすがに創立５０年の折り目正しい
クラブだなあ、と感じました。その後も色々とお話をお
伺いし、最後にバナーとブリテン、３０周年記念誌を屋
良会長にご進呈して、記念撮影の後お別れいたしました。
今回の訪問に際しまして、当クラブの森田ワイズと横浜
戸塚クラブの加藤利榮ワイズにご骨折りを頂きました。
この場をお借りしてお礼を申し上げます、ありがとうご
ざいました。初めての他クラブ訪問、とても新鮮で楽し
かったです。

キックオフ例会 7月23日(木)
ドラ イバ ー委員 長 野 田泰伸

京都ウエストクラブでは、７月のキックオフ例会で役
員の所信表明を発表します。
理事目標の達成及びクラブの１年間の方向性を示す重要
なスピーチといっても過言ではないと思います。発表の
内容はすべて記述できないとしましても三役の皆さんは
加藤会長のサポートを徹底すること、各事業委員長も遠
藤理事目標を踏まえた明確な方針と、表彰を獲得する強
い意気込みを感じ取ることができました。

特記事項は何と言っても加藤会長発表の三本柱です。
ファンドの増益、会員増強３５名達成、Ｙサ事業の支援、
その他ロールバックマラリアへの献金、１１月に舞鶴で
街頭募金の実施や舞鶴ＹＭＣＡの学園祭参加などです。
阿部連絡主事からは１２６年目を迎えた京都ＹＭＣＡは、
国際、青少年育成、福祉、生涯学習、ボランティアなど
を中心に活動が行われるというお話があり、こちらもしっ
かりサポートが必要ですね。
最後に河合西日本区Ｙサ・ユース事業主任から近況報
告で西日本区報の原稿依頼、西日本区事業委員会出席の
ため熊本日帰りのことなど。また西日本区役員会ではＹ
サ事業方針の発表のなかで、特にユース支援を積極的に
取り組むこと、部会やＹサ事業に参加して情報を発信し
て、情報の共有化を図りたいということでした。河合主
任を応援するためにも部会へは積極的に参加しましょう。
今期も忙しくなりそうですね、メンバー一丸となって活
動し京都ウエストクラブを盛り上げていきましょう。

舞鶴ちゃった花火報告 7月26日
桂厚 子

京都縦貫道を河合ワイズに乗せてもらい、開通の素晴
らしさ満喫してまいりました。宮津天橋立ＩＣまで一直
線ですが、綾部JCTで舞鶴若狭自動車道に乗り替え東舞鶴
ICまで、ＹＭＣＡに着いたのは２時間かかりませんでし
た。そうなのです。舞鶴は実に近いです。今まであのバ
スを仕立てて募金に行った距離が同じとは思えませんで
した。
正式には「第４０回みなと舞鶴ちゃったまつり花火大
会」見ちゃった、しちゃった！頑張っちゃった！の方言
が由来です。前日には西舞鶴で神輿やレガッタ大会が開
かれ2日目が東舞鶴で花火大会です。４時過ぎ到着。昔結
婚式場だったという名残のある絨毯敷きの5階の部屋には、
長机椅子並べブッフェ方式で、から揚げ、焼きそば、細
巻寿司、小龍包と用意していただき船木委員長初め皆様
にはお世話になりました。もちろん生ビールもでました。
堀井さん（昔ウエスト担当主事今保育園の園長）ご家族
と久しぶり飲み合いっこしました。
７時半席を屋上に移し椅子を並べてもらって最高の観
覧席でした。新聞社の方たちが数社写真機を据えてられ
ました。丁度湾を超えて山裾の対岸に仕掛けられている
のです。眼下は屋台露店が湾沿いに並びそこだけは大勢
の人達がぎっしり、どこから出てこられたのがこれまた
不思議でした。通りはあんまり人がいなくて立派なアー
ケドもあるのにシャッターは閉まっていて寂しい感じで
したが、発表では４万人という事でした。花火は5000発
でドーン！シュルシュルー、チリチリ、キラキラキラ、
夜空一杯広がる火花の大きさは圧巻でした。スターマイ
ンなど、各スポンサーの名前が読み上げられる間がある
のですが、どれも最後程連発が続き豪華な火の競演で思
わず歓声が上がり、目の前は私の為だけの打ち上げとし
か思えない真ん前で魅せていただき感激しきりでした。
来年は1泊で絶対クラブメンバーで行っちゃいましょう！

ＹＭＣＡ

ＮＥＷＳ

１．がん患者さんの会 日時：８月１５日（土）19時〜場所：京
都ＹＭＣＡ３０８号室
参加費：お一人 ３００円(お茶代等)

８月 ＨａｐｐｙＢｉｒｔｄａｙ
福田英生

ＨａｐｐｙＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ
該当なし

８月

２．子ども向けボランティア講習会
日時：８月２４日（月）午前10時〜宿泊場所：京都ＹＭＣＡ
参加費：３００円（当日回収いたします。）
申し込み：（ＴＥＬ）０７５－２３１－４３８８

７月オープン役員会兼第一例会（通算760回例会）（7/9）
議事録製作者

司会 藤居書記
山本地域奉仕・環境委員⻑

＜報告事項＞
１ ６/１３－１４⻄日本区大会参加報告
交流事業最優秀クラブ賞受賞等 ＤＢＣ交流会を⾏った
２ ６/２０引継ぎ例会報告
約４０名参加 厳粛な式と色々楽しい催しがあった
３ ６/２８リトセン開設ワーク報告
８名参加 テントを洗浄した（お昼過ぎ14：00ぐらいまで
４ ７/１１竹林ワーク
８名参加予定 次回からゼロクラブ様参加
５ ７/１２サバエキャンプ場開設ワークの件
担当 木材塗装、食器洗い 暑さ対策が必要
６ ７/２３キックオフ例会
ロイヤルホテル＆スパで19:00に開催する
７ アジア大会準備委員会（エクスカーション担当）進捗報告
現在864名登録 観光と縁日を手伝う
８ ７/３１台北ダウンタウン交流会について
11:30から食事会（交流会を兼ねてする）場所-八千代
９ ８/２３平安徳義会夏祭り準備の件
焼きそば200 フランクフルト200 わらび餅100
15:00集合 16:00調理開始予定
10 ８/２７納涼例会
チャリティーオークションを開催し、収益からＲＢＭに献⾦
する。川上ＣＳ主任に講演して頂く
11 竹林賃借契約の更新について ６/30契約更新完了
12 メロンファンドについての報告 22個完売
13 クラブ会費納入の件
月末ごとに使用した委員会予算を請求用紙をで報告してほしい
14 各種献⾦の納付について
100％を目指してする（昨年と同様にする）
15 大⻄ワイズ広義会員承認願い 野々口ワイズ広義会員更新承認
願い提出について
７/５付で会⻑にお願いしている
16 ６/１９京都部ＥＭＣ懇談会報告
ＹＭＣＡで27名で開催する 2022―ＹＭＣＡ100年会員増
強、ノンドロップ目指す、600名をめざす
17 ７/６国際交流懇談会報告
ＩＢＣ、ＤＢＣの状況を各クラブ報告する

15日

ポテト・カボチャ販売のお知らせ

今年も京都ウエストクラブでは北海道十勝か
ら直送のじゃがいも、かぼちゃを販売します。
受注開始は8月後半から、
お渡しは10月中ごろの予定です。
詳しくは当クラブ ファンド委員⻑ 渡邉まで！
watanabe@jteck.jp

カレー合宿のお知らせ
9月5日の夕方からYMCAリトリートセンターに泊
まり込み、翌日のワークの昼食の為にカレーを仕込
みます! お申込は安平書記まで！

編集後記
今期は京都ウエスト初となる沖縄那覇クラブの
例会に茂山特派員が仕事での沖縄出張の合間に参
加してきました。貴重なレポートをお届けできた
と自画自賛しております！
来月号からも新連載「突撃！社⻑に聞く！」など
の掲載を予定しております。みなさま取材には快
く、応じてくださいますよう、お願いします。
また、持ち込み企画や、コラム投稿など、どし
どしお寄せください。楽しいブリテンにして⾏き
ましょう。
by編集⻑

２ ０１５ 年８月 スケジ ュール
8/5

水

あそぼ会

19:00 しょうざん

8/6

木

三役会

19:00

京都YMCA

8/20

木

役員会(第一例会

19:00

京都YMCA

8/23

日

徳義会夏祭り

15:00

平安徳義会

8/27

木

納涼例会

18:30

ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ&ｽﾊﾟ

＜協議事項＞
ドライバー委員会 遊びたおそ会８/５しょうざんで予定
＜他クラブ関係 ＞
祇園祭クリーン活動 東稜クラブ７/１５．１６
＜ＹＭＣＡ関係＞
京都ＹＭＣＡよりホームステイ受け入れのお願い 3名受け入れお
願いしている
＜京都部関係＞
⻄日本区ナイトについて 7/20締切 現在ウエストから３名登録
＜その他＞
７/２６舞鶴チャッタ祭り
＜議案＞
1 8月納涼例会の会費について
①ゲスト・ビジター￥7000、②平安徳義会￥3500、③メネット
5500、④メンバー追加負担￥2500とする。－承認

この会報誌はやましな工房（山科共同作業所）の協力で製

２０１ ５年９ 月ス ケジュ ール
9/3

木

三役会

19:00

京都YMCA

9/5･6 土日 リトセンワーク

(前泊)

リトセン

9/10

木

役員会(第一例会

19:00

京都YMCA

9/13

日

竹林ワーク

9:00

西山竹林

9/24

木

メネット例会

19:00

ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ&ｽﾊﾟ

本し ています。

