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国際会⻑ Wichian Boonmapajorn(タイ)
主題 ”Misson with Faith”(信念あるミッション)

「言葉より⾏動を」
アジア地域会⻑ 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)

⻄日本区理事 遠藤通寛 (大阪⻄）
主題 ”You can do it！Yes,you can！”

「あなたならできる！きっとできる」
京都部部⻑ 高田敏尚 (京都クラブ）

主題 ｢いつも喜んでいなさい」

標標標標 語語語語

EMC-E YES
Eはextension(新クラブ創⽴)。YESは新クラブ設⽴を
支援する基⾦です。この献⾦で集められた資⾦の2/3は、
集められたエリアに戻され、エリアの中で使われます。

川原正造EMC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

今日ダビデの町で、あなたがたのために救い主がお生ま
れになった。
この方こそ主メシアである。

ルカによる福音書第2章11節
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P R E S E N C E
〜役目を果たそう、楽しみながら〜

メ ン

メネット

コメット

ゲ ス ト

ビジター

19名

1名

0名

0名

0名

25名

1名

0名

28名

11名

前月累計

第二例会

80000円

12000円

会 員

広義･功労

特別ﾒﾈ ｯﾄ

11月出席率96.4％
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ含む

10月出席率100％
20名 65名 92000円

27名

2名

1名

30名

メンバー数
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

前月累計

ポテト

11月

合計

「Ｙサ⼒アップ！」前半期を振り返って ⻄日本区Yサ・ユース事業主任 河合久美子
「Ｙサ力アップ！」をキーワードとして取組みを開始しました西日本区Ｙサ・ユース事業も、早

いもので半期が過ぎようとしています。９月初旬から開始された各地での部会も、11月中旬をもっ
て９部全てが終了いたしました。今期、西日本区YMCAサービス・ユース事業主任として、他の４名
の事業主任と共に、全ての部会に出席をさせていただき、また、YYYフォーラムや各種Yサ・ユース
行事の機会においても各地を訪問させていただきました。それぞれの地で温かく迎え入れていただ
いたことに感謝いたします。

部会においては、遠藤理事の熱い想いのもと、各部部長のお計らいにより、主任に数分間のお時
間をいただき、多くの部で担当事業に関するスピーチをさせていただきました。また各部の主査様
にもお会いし、当地の状況に関してお話を伺うこともできました。ウエストクラブの皆様には、DBCのご縁で九州部
会に多数参加され、ご一緒いただけたことは心強く、また瀬戸山陰部会では、角谷次期会長に同行いただきお世話に
なりました。さらに、10月に実施したAYC西日本区報告会では、牧野Yサ委員長、市橋ワイズに参加をいただき、皆様
からサポートいただいたことに心より感謝いたします。

お役目をいただき、所属する京都部より外に出てみると、地域により、YMCAやワイズメンズクラブの規模や態様が、
実に様々であることに気付かされます。クラブの年齢層や例会の持ち方、会費、活動内容、クリスチャニティについ
ての考え方など、格差があり、目から鱗なこともしばしばでした。「Yサ力アップ」を推進していくにしても、行動
する活力が無いと厳しい、そのためには、若いメンバーをいかにして増やしていくかを真剣に考えなければならない
時期に来ているのではないか、と感じたり、同時に、私たちの団体は、やはりYMCAがあってこその存在であるため、
YMCAをより盛り立て、共に発展していく努力が必要ではないか、と考えたり、改めて想いを巡らせる機会となってい
ます。活動から得た情報については、西日本区全てのワイズメンが共有できるよう、事業通信を毎月発行し、活発な
発信を行っていきたいと考えているところです。

後半期においても、IYCの募集や登録、YYYフォーラムへの参加、西日本区大会に向けての準備など、取組みは続き
ますが、今後共、西日本区Yサ・ユース事業に対して、更なるご理解とご協力をいただけましたなら幸いです。

加藤秀⾏
角谷多喜治
安平智史・藤居一彦
⽴山隆一

21960円

724000円

0円

745960円

前月累計

11月

合計

12831円

0円

12831円

東北支援募⾦



京都部部会報告 2015.11.1(日)
京都ホテルオークラにて 安田繁治

11月1日（日）16：00～京都部部会が京都クラブがホ
ストクラブでホテルオークラで開催されました、第一
部の式典で今回のバナーセレモニーは各クラブ会長に
よる入場ではなく、オーソドックスに壇上に全会長が
整列されての紹介、続いて京都部役員紹介となりまし
た。これは後の会長挨拶で、一度、原点に戻ってみよ
う！！と言う企みがあったようでした。そしていつも
のようにワイズソング斉唱・聖書朗読から来賓紹介そ
して祝辞等で終了となりました。

第二部ではeRikaさんのバイオリンとピアノコンサー
トから始まり、皆さん聞き覚えのある曲を計6曲ほどの
楽曲を楽しみました。その後、岡野直前会長（Y's国際
協会アジアエリア）よりアジア大会のお礼と表彰があ
り、ブロンズ賞に京都グローバルクラブが受賞され個
人賞も数名受賞されました。そして ホストクラブ会
長挨拶・各クラブ紹介その後加藤俊明（ワイズ統括主
事）の食前感謝で乾杯となりました。

食事歓談中には南米音楽（フローレス・デュオ）の
ショータイムで、躍動的な音楽を聴きながらも、参加
者全員和やかな時間（挨拶廻りや会話）がすぎていき
ました。時の達のも早く暫くして、鍵谷実行委員長の
閉会挨拶・YMCAソング斉唱で閉会点鐘となりました。
参加されましたウエストクラブ19名様お疲れさまでし
た。

京都ＹＭＣＡ学園祭報告 2015.11.3(祝)
Ｙサ委員⻑ 牧野万⾥子

学生さんの模擬店や、遊びコーナーの出店、餅つき大

会で賑わいました。ウエストクラブのおぜんざいも大好

評で完売。恒例の｢留学生のど自慢大会｣では日本語科の

９名が、日本語の様々なジャンルの歌を熱唱し盛り上げ

てくれました。盛りだくさんの内容で大盛況、楽しい学

園祭でした。

竹林ワーク 2015.11.14(土)

今回は今や"筍農家"となられたプロの松本功労会員
にご参加頂き、ご指導を頂きました。主に竹の生えて
いない部分の雑草対策などについて、中期的な計画で
管理を行きます。

みやこふれあい祭り報告 2015.11.15
⻄院中学グラウンド 島田博司

心配された雨も朝には止んでいましたが会場のグラ
ンドはあちらこちらに大きな水溜りが…。汗 来場者
の人数を気にしながらも11時15分に開会され、そのこ
ろには太陽が照りつけ11月とは思えないような暑さの
中、ウエストは焼きそば200食とわらび餅108食を1時す
ぎにはどこよりも早く完売したことをご報告いたしま
す。

開会セレモニーの来賓紹介で今月に入会予定の胡内
議員が挨拶されたときにはウエストメンバーからの大
歓声。さすがにその時は会場の方も何が起こったのか
と言う感じでした。来年には胡内さんも来賓でありな
がら焼きそばを焼かれる姿が見れそうですね。笑
個人的に人生で最大級の傷心の翌日ではありましたが、
皆さんと楽しく野外ワークができ、気もまぎれいつも
に増して楽しかったです。金澤ワイズより体調不良に
もかかわらず、美味しいおでんの差し入れをいただき
ました。

入会予定の林さん、野田ワイズゲストの今村祐輔さ
ん、写真には写ってないですが塚本ワイズ参加の計11
名でした。

舞鶴ＹＭＣＡ国際街頭募⾦＆舞鶴YMCA学園祭
2011.11.15 副会⻑ 角谷多喜治

参加者26名（ﾒﾝ11名、ﾒﾈｯﾄ･ｺﾒｯﾄ･ﾏｺﾞﾒｯﾄ3名、ﾋﾞｼﾞﾀｰ4
名そして平安徳義会8名）舞鶴国際街頭募金＆舞鶴YMCA
学園祭に参加しました。早朝9：00からバスに乗り込み、
一路舞鶴へ…。途中SAで休憩後、お昼頃に到着しまし
た。早速ランチを済ませた後、赤レンガ倉庫にて募金
活動開始。現地のイベントと重なり多くの人達がいる



中、YMCA・ワイズメンの旗印の元、募金の呼びかけを行
いました。YMCAに所縁のある方や、小さなお子様・ご家
族様etc …。本当にありがたい皆様の貴重なご支援を受
け賜りました。

その後、舞鶴YMCAの学園祭に参加させて頂き、手作り
感溢れるカレーや焼きそば等を頂き、元京都ワイズメン
(会長経験者)であった方の寄席を聞き、舞鶴YMCAのﾌﾚｯｼｭ
な生徒さん達の笑顔に癒される1日でした。

今回は募金中の小雨やバスのトラブル（煙が出て道路
で停止その後代車へ乗り換え）等がありましたが、市橋
Y茂山Yコンビによるバス内クイズ大会等盛り上げ企画も
あり、大変充実した日を過ごせて頂きました。

オータムフェスタ報告 2015.11.22(日)
京都YMCAリトリートセンター 塚本勝⺒

曇りがちの天気の中、みんなが「雨だけは降るな」と
祈りながらの開催です、紅葉時期と京滋バイパスの事故
とも重なり、皆さんの集合がかなり遅れたのですが、流
石、ウエスト自慢のジャンボ餃子は午前中でほぼ完売と
なりました。遅れてくる子供達の為に販売制限？をした
程です。

中原ワイズのゲスト、京田さんの指導の下、渡邊ワイ
ズの餃子の焼き方が格段と上手くなりました！

後半は恒例綱引き大会、もちろん私が仕切らさせて頂
きました！ウエストのメンバーに手伝って頂き、円滑な
試合運び！徳義会チームは負けてしまいましたが、つば

さ園Ａチーム
の優勝で締め
くくりました。
今回参加は、
河合、渡邊、
山本、澤田、
牧野、桂、鈴
木、山田、中
原、京田さん、
桂コメット、
徳義会のみん
な、そして塚
本一族でした！

おともだち例会(第二例会) 2015.11.26(木)
アメリカングラフティー EMC委員⻑ 林正章

今回のEMC例会はホテルを離れて、アメリカングラフィ
テーズ、ライブハウスで行いました。参加人数は65名の
大所帯になりました。場所的にはちょうどの人数だった
と思います。

加藤会長の"くだけた感"をだした挨拶で楽しく始まり、
林さん、胡内さんの入会式で“きりっと“した例会の前
半になりました。

その後は、西日本区EMC主任様の挨拶、食事、クイズ
合戦でゲストも含めてみんなで和んでいました。最後の

音楽ライブ（オールディーズ）では重鎮のお二人もホー
ルで踊ってられたのには少し驚くとともに、やはり元気
な方々と思いました(^○^)

ゲスト全員にプレゼント、景品を渡すつもりだったの
で、クイズが少し長かったのが反省です。次回があるな
ら、音楽ライブのみでもよいかな！
二次会も39名の参加者でたくさんの交流ができました。

メンバー・委員会の皆さま、大変ありがとうございまし
た。ゲストの方にもよろしくお伝えください。

11月おともだち例会(第二例会)で2名の入会式を⾏いま
した。新しい仲間をご紹介します！

林 茂ワイズ 1965年12月生まれ
＜お勤め先＞オフィススタジア
代表
＜お仕事内容＞土地家屋測量・登
記、パソコン・IT機器の導入サポー
ト・LANネットワーク構築、防犯
用Webカメラ設置サポート等
＜ご本人のコメント＞

このたび入会致しました林と申します。まだ、詳しい活
動内容や組織的なことは解っておりませんが、これから
の活動において、ゆっくり解っていきたいと思います。
たくさんの人と触れ合いながら交流を広め、人に喜んで
もらえることができればと考えています。これからも、
よろしくお願いします。

胡内 大輔ワイズ 1980年8月生まれ
＜お勤め先＞京都市会議員
＜ご本人のコメント＞
11月26日の例会におきまして、
あの様な盛会な場で入会式を執り
⾏って頂き、改めて皆様に感謝を
申し上げます。元メンバーであり
ました両親も、本当に喜んでくれ
ました。これからは、様々なご縁
を頂いた「ウエスト」に、またワ
イズメンズクラブにご恩をお返し
すると同時に、楽しんで奉仕活動

をさせて頂きたいと思います。どうかよろしくお願い致
します。

新入会員紹介コーナー！



12月 ＨａｐｐｙＢｉｒｔｄａｙ
澤田⻑利 吉川香絵メネット

12月 ＨａｐｐｙＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ
塚本勝己・由美夫妻

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。。。。

11月オープン役員会兼第一例会（通算768回例会)11/12
司会 安平書記

議事録製作者 渡邊ファンド委員⻑
＜報告事項＞
1.10/17〜10/18 九州部会＆エルマークロウ賞祝賀会報告

熊本にし、そしてホストの阿蘇クラブとの交流。熊本の自然に感動
した報告がなされた。 中原交流委員⻑

2.10/22 第二例会 部⻑公式訪問 報告
京都部部⻑他3名を迎え、マイナンバー制度について学んだ。
野田DR委員⻑

3.10/24 ポテトワーク 報告 個数1228個。前年度比25個増。収益
742,000円 ご協⼒のお礼と売上、ファンド⾦額の報告がなされた。

渡邊ファンド委員⻑
4.10/10 びわこ部会・10/17 九州部会・10/31 瀬⼾山陰部 部会

参加報告
参加された⻄日本区Yサ主任河合ワイズから各部会内容の報告がな
された。
瀬⼾山陰部 部会は角谷副会⻑も参加された。 河合Yサ主任

5.10/25 2015アジアユースコンボケーション（AYC)⻄日本区報告
会に参加して
⻄日本区主催で担当の河合Yサ主任より当日の報告がなされた。
河合Yサ主任

6.11/1 京都部 部会について
京都ホテルオークラにて400名規模で盛大に開催された。熊本⻄よ
り参加もあった。 加藤会⻑

7.11/3 YMCA学園祭 報告 62672円をネパール被災支援⾦として
寄付。ぜんざい50食完売できた。日本語学校ののど自慢大会など学
びの多いイベントだった。 牧野Yサ委員⻑

8.11/15 ワイズデー舞鶴街頭募⾦・舞鶴YMCA学園祭について
現在14名で参加予定、ゲスト2名参加。打ち上げもバスも都合つく
ので、引き続き参加募る。補助⾦申請も実施する。牧野Yサ委員⻑

9.11/15 みやこふれあい祭りについて
⻄院中学校で焼きそば、わらびもちを販売する。9時集合。
山本CS委員⻑

10.11/15 みやこ＆舞鶴 合同打上げについて 合同で打ち上げが開
催された報告 牧野Yサ委員⻑

11.11/22 リトセンオータムフェスタについて
9名で参加予定。10時集合。ウエストの担当は受付、屋台ジャンボ
餃子、綱引き大会 牧野Yサ委員⻑

12.11/26 EMC例会について
18時よりアメリカングラフティで実施予定。現在の登録ゲストが2
8名、メンバー28名。当日入会式が⾏われる。二次会は近くの居酒
屋で予算2,500円で実施する予定。 林EMC委員⻑

13.12/20クリスマス例会について 林EMC委員⻑より報告
ロイヤルホテル＆スパで18時から開催予定。お子様メインでプレ
ゼント交換を実施予定。

14.1/8 WRM+プリンス 合同新年例会について
宝ヶ池プリンスホテルで4クラブ合同で実施。19時開始、7〜8千
円。司会はプリンスクラブでゲーム等実施する予定。加藤会⻑

15.希少難病研究支援豚肉ファンドについて
10セット販売で完売した。収益⾦の全額は難病支援⾦として寄付
する 渡邊ファンド委員⻑

16.各事業委員会報告
CS:竹林ワークについて 除草剤の実験散布を実施した。結果を⾒て
検討する。
EMC・ドライバー委員会 総合司会 澤田 入会式司会林 食前草
野 アトラクション塚本・山本 ニコニコ野田 聖書牧野

ファンド みかん・しょうゆを検討
＜協議事項＞
1.11/26（木）第二例会「おともだち例会」の登録費について
議案書 参照

2.12/20（日）クリスマス例会登録費について議案書 参照
3.胡内大輔さん、林茂さんの入会について議案書 参照
＜他クラブ関係＞なし
＜ＹＭＣＡ関係＞
1.仙台育英学園高校の決勝進出を記念 支援⾦についての報告

⽴山会計より支援⾦1万円の送⾦完了 加藤会⻑
2.視覚障害者支援 京都YMCA「こおろぎ」設⽴30年の活動につい
て、京都YMCA「こおろぎ」設⽴経緯の説明と朗読ボランティア活
動報告がなされた。 鈴木特別メネット

3.2016.5/22チャリティーラン大会名称「京都YMCAインターナショ
ナルチャリティーランinかもがわ」に変更 安平書記

4.石巻の津波石建⽴計画について
ペンタゴンとして支援した義捐⾦の使途報告があった。中原委員⻑

＜京都部関係＞なし
＜その他＞
1. 京都YMCA×京都YWCA合同企画プログラムの案内 11月21日
（土）京都YMCA三条本館地階マナホール テーマ「若者の貧困と
自⽴支援を考える 知ってますか！社会的養護の18歳の壁」の案

2.第19回⻄日本区大会 2016年6月25日(土)〜26日(日)に開催。
＜議案＞
議案１ 11月例会「おともだち例会」の会費について
①ゲスト会費（広義会員含む）6,000円②メネット会費（成人コメッ
トも同様）4,500円 承認

議案2 12月クリスマス例会の会費について
①ゲスト会費（広義会員含む）8,000円②メネット会費（成人コメッ
トも同様）6,500円③未成年コメット1,000円、幼児500円を補助
する。承認

議案3 胡内大輔君、林茂君を12月1日入会とし、配属は胡内大輔
君はドライバーEMC委員会、林茂君はYサ委員会に配属する。承
認

２２２２００００１１１１５５５５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

12/3 木 三役会 19:00 京都YMCA

12/10 木 役員会(第一例会 19:00 京都YMCA
12/14
-18 YMCAﾛﾋﾞｰｺﾝｻｰﾄ 後報 京都YMCA

12/20 日 クリスマス例会 18:00 ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ&ｽﾊﾟ

10/26 木 忘年会 後報 未定

ＹＭＣＡニュース
1．ワークショップ みんなで考えよう 日本における難⺠受
け入れ
多くのシリア人が国境を越えてヨーロッパに流入し、難⺠問
題に注目が集まっています。日本の難⺠受け入れについて一
緒に考えてみませんか？
日時:１２月１２日(土) 対象:高校生以上／参加費:無料

2．クリスマス礼拝・キャロリング
京都ＹＭＣＡでは、今年もクリスマスのプログラムを⾏いま
す。一般の方もご参加できます。
日時１２月１８日(⾦) 午後７時〜
場所三条本館および三条寺町界隈でキャロリング

3.ロビーコンサート
日時２月１４日(月)〜１８日(⾦)18 時 30 分〜 18 時３０分
場所京都ＹＭＣＡ 三条本館１階
内容１４日（月） クラシックギター演奏
１５日（火） ピアノ,オーボエ,ファゴットによるトリオ
１６日（水） パイプオルガンとソプラノ
１７日（木） ゴスペルミュージック
１８日（⾦） ハンドベル演奏

4．スキーキャンプ・ウインタープログラム参加者募集中！
会員外の方は各キャンプ費用のほかにシーズン会費１，５０
０円(ファミリーは３，０００円)が必要です。

全てのプログラムお申込・お問合せは 三条本館
電話０７５－２３１－４３８８ まで。
（Ｅ－ｍａｉｌ）kyoto@ymcajapan.org

編集後記：11月は例年の事ですが、⾏事が盛りだく
さんでしたね。特に今年は舞鶴Ｙの募⾦とみやこま
つりが同日開催となったにも関わらず、どちらも充
実した支援活動ができました。京都ウエストの層の
厚さを感じましたね(自画自賛〜）。 編集⻑
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1/7 木 三役会 19:30 京都YMCA

1/8 ⾦ WRM新年例会 19:00 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽ

1/未定 竹林ワーク 9:00 ⻄山竹林

1/14 木 役員会(第一例会 19:00 京都YMCA


