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国際会⻑ Joan Wilson(カナダ)
主題 ”Our Future Begins Today”(私たちの未来は今日か

ら始まる) 「手を取り合えば、もっと多くのことができる」
アジア地域会⻑ Tung Ming Hsiao(台湾）

主題 ”Respect Y's Movement”(ワイズ運動を尊重しよう)
「よりよい世界のために、ワイズメンファミリーの絆を強めよう」
⻄日本区理事 岩本 悟（熊本にし）

主題 「ワイズ魂で 更なるワイズの活性化を！」
京都部部⻑ 廣井 武司 (京都プリンスクラブ）

主題 ｢子供たちの未来のために
さぁ始めよう、ワイズの叡智と⾏動で」

標標標標 語語語語 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

互いに親切にし、憐れみの心で接し、神がキリストに

よってあなたがたを赦してくださったように、赦し合

いなさい。

エフェソの信徒への手紙４章３２節
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Club Office

京都ＹＭＣＡ本館

〒604 中京区三条柳馬場角

TEL(075)231-4388
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内ポテト
7月 スイカ
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ワイズに入会して14年目、様々な活動の中で、YMCAのリーダーやワイズのユースで

活躍する若者にはいつも感心していました。自分の子供達もいつか、彼らの仲間にな

れたらいいなと、漠然と思っていたのですが、大きなチャンスがやってきました。201

6年のワイズ国際大会と同時開催されるインターナショナル・ユース・コンボーケーショ

ン(IYC)に長女を参加させることができました。治安もよく親日国である台湾台北での

開催、ホストである台北のユースクラブに京都ウエストとIBCの台北ダウンタウンクラ

ブのご子息が多く活躍されていること、開催期間がちょうど、娘の部活の引退後であ

ること、募集窓口が西日本区Yサ・ユース事業主任(直前)の河合ワイズであることなど、

またと無い好条件が重なり、娘に勧めたところ、「行きたい！」との即答でした。最

年少の中学3年生で参加させることは、親にとっても、娘にとっても心配事はいろいろとありましたが、それにも

増して、期待感の方が勝りました。

当然、僕も国際大会に参加申し込みしたのですが、IYCは国際大会より4日早く始まる為、娘は単身渡航しました。

現地での活動の公用語は当然、オール英語。英語の勉強には日ごろから熱心で、一番得意な科目ではありますが、

実践での経験は殆どなく、ちゃんとコミュニケーションがとれるか、一人ぼっちにならないか、それは心配しまし

たが、初日の夜にLINEで「マレーシアの女の子とすぐに仲良くなった。韓国、インドの娘と4人部屋！」と連絡が

あり、ほっと一安心すると共に、とても頼もしく感じました。IYCの4日目の午後のプログラムは、我々の国際大会

の開会式に参加することでした。そこで会った娘は周りの異国の仲間と談笑してるではありませんか。情けないこ

とに、いつまでたっても本気で英語の勉強しない、IBCでも十分なコミュニケーションがとれないダメな父さんと

は大違いです。1週間の期間中、プログラムの内容では難しい議題もあり、ついていけないことも多くあったよう

ですが、それは本人もあまり気にせず、国際交流を大いに楽しんだようです。閉会式後、帰路で「ワイズっていい

な、父さんとワイズのおかげでめっちゃいい体験ができた」と感謝されました。お年頃のコメット・マゴメットを

お持ちのメンバーは是非、次の機会に参加されることをお勧めします！

角谷多喜治
安田繁治
島田博司・中原一晃
河合久美子

0円
0円

5400円
5400円

前月累計
６月
合 計

0円
0円
0円

東北支援募⾦

Menettes
各クラブでメネット例会を企画し、国内プロジェク

トへの理解を深めてください。ワイズは家族で参加で
きるボランティア団体です。ファミリーでの活動を呼
びかけ広めましょう。 ⻲裏尚子メネット事業主任



私は今回、最年少でIYCに参加させていただきました。

参加に至った理由は、英語でのコミュニケーション能

力のスキルを上げたいと思っており、また英語で日本

のことを紹介できるようになりたいと強く思ったこと

です。

楽しみだと思う気持ちもある一方で大きな不安を同

時に抱え、そしてなによりすごく緊張していました。

話しかけてもらってもなかなか良い対応ができず、セッ

ションの内容もあまり理解できなくて、私なんてまだ

まだだなと感じました。グループワークにもなかなか

参加できず悔しい思いはしましたが、たくさんの方が

私を助けてくださいました。日本の参加者の方はもち

ろん、ルームメイトや同じグループの方も、なかなか

英語を理解できない私を気にかけてくださり、わかり

やすく説明してくださいました。そのおかげで、このI

YCは私にとってすごく楽しいものになりました。友達

もたくさんでき、英語で会話をしたり、他国の文化も

知ることができました。

とても良い経験をさせていただき、感謝しています。

台湾で色々と助けてくださったみなさん、京都ウエス

トのみなさん、そしてお父さん。本当にありがとうご

ざいました。

“LIVING IN HARMONY” 「和諧共生 創新未来」

の大会テーマーのもとに台北で開かれた第72回国際大

会は、8月4・５日はGrand Hotel （圓山大飯店）、6・

7日はEXPODome Hall（花博公園）にて約800人の参会者

を集めて開催されました。

オープニングからクロージングセレモニーまでの進行

内容はいつもどおりでしたが、新国際会長に就任され

たJoan Wilsonさんは、カナダのオタワクラブの女性会

員で、IPテーマーとして“Our Future Begins Today”

を、IPスローガンには”Together We Can Do So Much

More“を掲げられ、我々の未来は今日から始まるので

す。私たちは共に一緒になってもっともっと多くの奉

仕活動を！と呼びかけられました。

台北DTのShenさんの学友でIT会社社長のKuan Tsae H

uang氏が、キイーノートスピーチでテクノロジーの進

化が及ぼす未来の人類への影響として、将来人間は自

分で考えず、コンピューターロボットが物事を考え指

示するようになるだろうと語られたのには空恐ろしさ

さえ感じました。

西村国際書記の報告では、２０１０年横浜大会時に

７４ヶ国１６２６クラブ３２，２００人であったのが、

１国１クラブ１人メンバーも含めて、６３ヶ国１５２

２クラブ２６，０７６人と衰退（主原因はインドの小

クラブの作り過ぎと、アメリカ・カナダの減少）して

いる国際ワイズの現況を聞き、かねてから私自身に問

い掛けている「これでいいのかワイズメン」に改めて

思いを致した次第でした。

今回の大会参加は２０１０年第６９回横浜大会以来

で、台北DTがホストクラブに参加していることの儀礼

交流を考慮したのでしたが、今回は特別の意義が加わ

りました。それは市橋さらさんが１５歳にしてIYC(ユー

スコンボケーション）に参加してくれたことです。一

週間にわたる世界の友達との交流はさらさんにとって

は計り知れない大きく幅広い体験となったことでしょ

う。過去３人のIYC参加者に続くクラブの快挙として記

録にとどめたいと思います。

大会最終には舞台上で熱い友情を歌い上げる若者た

ちの姿をワイズの将来に重ね合わせた後、台北YMCA聖

楽合唱団・交響楽団によるベートーベン交響楽第９の

素晴らしい演奏に続いて、全員が歌う「また逢う日ま

で」に心を震わせて大会の幕は下りたのでした。

ホストの仕事やイベント出演など忙しい最中にもか

かわらず、私たち一行を接遇してくれた台北DTの友情

に感謝し、十勝での再会を約しながら帰途に着きまし

た。 大会参加者 角谷・加藤・野田・河合・市橋・

さら・森田・直子・池田（十勝）

8月20日土曜日、気温30度を超える晴天の中、西山竹

林にて竹林ワークと流しそうめんが開催されました。
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まずはグローバルクラブの赤松さんが草刈りをして下

さり、安田さんを中心に現地の竹を利用して、手作り

の流しそうめん台を作成しました。平安徳義会の先生

と子供たち10名、ＹＭＣＡ日本語学校留学生の熊（ゆ

う）さんにもご参加いただき、総勢30名を超えて大変

にぎわいました。

牧野地域奉仕・環境委員長と角谷会長の挨拶があり、

そうめんが流れ出しました。全員参加で楽しめる流し

そうめんの醍醐味を、私も初めて体験できました。ちょ

うど竹林の影で少し風もあり気温の割に涼しく、差し

入れにいただいた鶴橋のキムチもつまみながら、自然

の中の昼食を満喫できました。

いつもながらワイズメンバーの設営準備、後片付け

の率先した行動と段取りの良さに感謝致します。

参加者 角谷会長、牧野、加藤、安田、林（茂）、佐

治、河合、森田、森田メネット、野田、野田メネット、

野田コメット、福田、塚本、桂、桂コメット2名、澤田

スタッフとお子様、渡邊、グローバルクラブ赤松さん、

ＹＭＣＡ日本語学校留学生の熊（ゆう）さん、平安徳

義会の先生と子供たち10名、大阪西クラブ畠平さん、

畠平メネット

「キャー」ドタン、バタン「大丈夫ですか？○○○さ

ん！」、「どうもないですか？○○○さん！」「あり

がとう全然大丈夫よ」といった小さなハプニングから、

今年の納涼例会が始まりました。

あとは、普段の例会のとおり、角谷会長の開会点鐘

から始まり委員会の報告と言う流れです。

その後、歓談の食事（お酒付き）のあと、メインイ

ベントであるゲストスピーチ「ぶっちゃけ寺でおなじ

みの 中島和尚からの心霊写真解説」が始まるため、

本堂に集合がかかりました。

心霊写真の解説と言う怖い題目のように、食事歓談

のあと、私にとっての恐怖がやって来ました。本堂で

座っていると澤田ワイズよりいきなり「怖い話をお願

いします。三番目で良いですから」と普通に言われま

した「ハァ？聞いてないよ～」状態です。

私が一番したくない事です。前にみんなで飲んでい

た時にした話を澤田ワイズが覚えておられ、それを話

すように言われました。「ほんまかいな」と思ってい

たら、いきなり司会の胡内ワイズより紹介されトップ

バッターです。「嫌です結構です」と断っていたので

すが、グダグダ言ってても仕方ないと覚悟を決めて出

て行き話をさせていただいた次第です。その後、第二

弾（山田ワイズ）、第三弾（塚本ワイズ）の実体験の

恐怖話が終わり、メインの中島和尚の、大変興味深い

話が始まりました。

お話の最中、時々周りの人の顔をみていたのですが、

やっぱりこういう話は好きと言うか興味がある人が多

いみたいで、必死に聞いておられるのが印象的でした。

その後も、いつもの例会のとおりハッピーバースデー

から、角谷会長による閉会点鐘で今年の納涼例会は最

後は無事何事もなく終わりました。

第１日目（8/26）

朝７：３０集合、大阪西クラブ９名と紀ノ川クラブ

と合流し総勢26名の団体客となった。大勢の旅客に空

港のスタッフが、拡声器で誘導がある程の混雑だった。

行列に次ぐ行列で私達も余裕もなく搭乗した。

新千歳空港からレンタカー４台で200ｋｍ約2時間半

をかけ帯広へ、お昼を楽しみに、朝食抜きの空腹感を

幸福感に紛らわせひたすら走る行程だった。（運転し

て下さった角谷会長、中原、加藤、林ワイズ有難うご

ざいました。）

それがナニ！回転すし？いや北海道の回転ずしだか

ら、特別だよね！「エツ！ハマズシ？」岩本ワイズが

叫ぶ！「山科にあるよ！わざわざ北海道に来てはま寿

司！」それは十勝のご推薦だった。それはそれでウニ

とか高いお皿を目一杯食べて満腹、いつも以上に食べ

てしまった。

グランヴィリオホテルに宿泊（幕別温泉）。

前夜祭は生憎の雨にふられたが、夜の暗さの中で花

の在処が、ようやくあちこちに知れるイングリッシュ

ガーデンだった。小道の向こうにガラス張りの素敵な

レストランが建っていた。ハンガリーのシェフが十勝

特産の食材使った美味しい料理が振舞われた。

丁度建物が中央から二手に分かれていて、山田ワイ

ズがウエストとダウンタウンだけが一緒になるように

配慮？いただきトライアングル的な雰囲気で盛り上が

り感謝でした。

角谷会長と陳会長とが挨拶が行われ、そこで十勝ク

ラブともプレゼントの交換も行われ、ＤＴクラブと再

会を喜び合った。相変わらずメネットが綺麗で元気で

年を取られない気がする。
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2次会は十勝クラブのお部屋であったが、早々に女子

は温泉へ直行。モール温泉で地底深くからの藻のよう

な成分のワイン色のお湯に幸せ一杯包まれ、フッと湯

ぶねの隣の女性に方向を聞けば、私も知らないのです

よと言われ、地元の方ではないの？「ええ台湾です、」

日本語のうまいＤＴクラブの添乗員さんだった。興奮

冷めないまま眠る。

第２日目（8/27）

ゴルフ組も朝食を一緒に済ませる。絶好のゴルフ日

和でメンバーもご機嫌さん！

私達は8：30出発、よつ葉乳業を見学した。おおきな

タンクが２基が一番に目の飛び込んできた。

北海道中の牧場から集められ生乳が集められ殺菌加工

されタンクに保管されるまでをビデオ研修。そしてほ

とんど機械ばかりが働いている清潔溢れる広大な工場

を見学した。台湾にもｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝから販売されていると

の事で、ＤＴのメンバーも興味深かそうだった。お土

産をもらった。私たちはすぐよつ葉牛乳のファンになっ

てしまった。

暑いくらいの晴天の下、次はＪＡまくべつ施設見学

する。長イモの泥だらけが真っ白になって、箱詰めさ

れて行くのだが、4Ｌの高級品は台湾へ輸出される。

薬膳料理に人気だそうだ。台湾では因みにスリおろし

のトロロにして食べない。

人参大根の選別スペースは人が頼りの人海戦術、2.0

人ぐらいびっしりと横並びで、ツバメ返しの包丁さば

き、大根はスパスパ青首が飛ぶ。ハアけっこう疲れた！

第４４回北海道部会 15:00スタート

ホテル日航ノースランド

大竹書記の司会は、ちょっ

と滑りながらの和やかムー

ドで、しかし粛々と進み、

いよいよ我が森田ワイズ

の「ワイズへの思い～こ

れまでとこれから」の演

題で、45年間見聞した限

りです。と前置きされた。私は必死で書き留めた。70

分のスピーチには珠玉の言葉ばかりだった。「奉仕と

は己を無にする偉大な浪費である。愛なくして果たせ

ない。生きる事。愛する事。理解する事。そして許す

こと。救われる事である。」「人間は感動する毎に成

長する」「心を求めて例会に入りて、境地を得て例会

を去る」エトセトラ、82歳になっても全国駆け回る覚

悟で「命をささげたい＝時間をかける事である。」東

西交流の場をもっと広げて行きたいと息もつかず熱烈

なスピーチをされた。それでもまだまだ話足りないよ

うに思えた。山田部長の謝辞が非常に、実は疲れた、、

と言わせたくらいだったから。ＤＴクラブメンバーも、

翻訳は前渡されてはいるもののずっと会場におられた。

有難かった。翌日、このスピーチを聞かれた十勝クラ

ブ白木佳世ワイズが、中村ワイズ宅バーベキューで、4

0年前に発行された「ふるさと十勝1977年9月号」郷土

月刊誌を森田ワイズに持って来られた。2ページに亘っ

て、当時の十勝ワイズメンズクラブ誕生の記録チャー

ターナイトの様子が写真入りで掲載されていた。森田

ワイズが立ち会ったご縁が大切に40年も保管されてい

たのだ。

十勝ワイズメンズクラブ40周年記念例会

18：00スタート

開会点鐘から、粛々と始まり山田十勝クラブ会長、

利根川東日本区理事、陳ＤＴクラブ会長、三保京都ク

ラブ会長、挨拶が続きキャピタルクラブ岡本ワイズの

乾杯で祝宴となった。

そして盛り上がったのがＤＴクラブ陳（原栗秀子）

メネットの歌声で、5名のメネットが披露した台湾原住

民ダンスだった。太鼓や鈴を鳴らし華麗な衣装の舞い

に、会場はいつの間にか全員が手つなぎ輪になって踊っ

ていた。やはりＤＴクラブの力強さ華やかさが際立っ

た。

2次会はいつものすし政へ、京都クラブメンバーも一

緒に盛り上がりお鮨は美味しかった。30人以上参加?働

いている人ご主人たった一人、いつも感心してしまう。

十勝クラブのメンバーが最後まで、立ったままみんな

の注文を聞いたりおもてなししていただいて有難かっ

た。

充分楽しんだあと、ホテルご推薦の銭湯かけ流し温

泉に行くことになった。松本、岩本ワイズと3人で念願

の松本ワイズがピカピカになって就寝。

第3日目（8/28）

今日も青空いいお天気、今日もゴルフ日和＆バーベ

キュー日和となった。

中村ワイズ宅の広大な畑をバックに、庭先でパーテ

イが始まった。着くなり食べていたような気がする。

十勝クラブのメンバーお接待で北海道の特産、バーベ

キュー、トウモロコシ、ジンギスカン、チャンチャン

焼き、胡瓜の浅漬け、スイートポテト、スイカ、山本

部長のコーヒ迄御馳走になった。

そのまま私達は片づけも手伝わず、レンタカーに乗

り込み空港へ向かった。帰りは加藤ワイズのおかげで、

手荷物検査もスムズに、チャンスのなかったラーメン

も空港のラーメン横丁で食べることが出来たし、形ば



かりの御土産も買えて楽しかった。

私はメンバーの優しさに助けていただいて、実際に

心配もかけてしまいましたが何事もなく無事に帰宅で

きました。本当に皆さまに感謝しています。

十勝クラブの皆様有難うございました！

８月２６日～２８日北海道十勝クラブ４０周年記念

例会の合間を縫って人生初の北海道ゴルフに行ってま

いりました。

メンバーはリーダー島田ワイズ、安田プロ、林プロ、

塚本実行委員の４人！

天候は皆様もご存じの通り北海道到着日までの台風

影響で大雨の状態！プレーが危ぶまれましたが、晴れ

男満開パワーにより二日とも天候には恵まれました。

初日は、北海道のねばりっこいラフに合わず安田プロ

以外はスコア―が伸びない、心の中では初日の練習ラ

ウンドといい聞かせ、

皆無事に終了しました、

夜は４０周年例会出席

後帯広繁華街に繰り出

し、屋台で一杯！熊や

羊、イノシシの肉！北

海道の自然を感じまし

た。

二日目は、帰りまで

の１８０キロの運転を

かけた北海道カップ！

前半調子を落としてい

た林プロが後半盛り返

すも４位！２時間の過酷な運転をして頂きました！

４人での行動が多くより仲良くなれたような気がしま

すが、次回はもっと多くのメンバーと長い間の交流が

できたらと思います。

勿論北海道カップの優勝者は塚本です＾＾

8月役員会 司会島田書記
議事録制作者：澤田ドライバー委員⻑

【報告事項】
１ 7/10サバエキャンプ場開設ワークの報告

参加者１３名、１２基のテント張り、ポール⽴、草む
しり、浜清掃無事終了
昼に出されたカレーが美味しかった。

2 7/14平安徳義会乳児院建て替え期間とウエスト支援に
対す る希望について
建て替え中のため夏祭りが中止となった、来年１０月
まで かかる予定、徳義会としては建て替え後のモニュ
メントを、寄贈していただきたい、今年度の予算は次
年度送りとする。

3 7/15・16 祇園祭清掃ボランティア報告
参加者なし

4 7/16 東京⻄クラブ40周年記念例会報告
中野サンプラザにて記念例会が⾏われた、ウエストか
ら６ 名が参加、熊本⻄、大阪⻄も参加され交流がで
きた、ゲス トスピーカーの、今泉清（元ラグビー選
手）の話がよかった。

5 7/28 キックオフ例会報告
京都ロイヤル＆スパにて⾏われた、前年度の表彰式、
今年度の役員所信表明が⾏われた。 ゲストは３名

6 7/29 EMC事業勉強会報告
４名の参加、他クラブもクラブのドロップアウト、新
入 会員の増強についての悩みが多く
解決策としてはドロップアウトするまでにメンバー同
士がしっかりフォローすること
新入会員増強は、クラブ側の小さな会（委員会など）
からゲストに参加してもらい、
入会につなげる方が結果が出やすい、逆に大規模に例
会を⾏ってもフォローできないため
入会にはつながりにくい。

7 8/4〜8/7 台湾（台北）国際大会報告
参加者７名、国際大会のため世界のワイズメンとの交

流 ができた、今後インドがワイズとして伸びるのでは
と思 われた、世界的には１５名程度のクラブが多く日
本のク ラブの人数の多さに改めて感心した、台湾は暑
かった。

8 8/20 竹林ワーク（流しそうめん企画）について
参加者メンバー１１名メネット２名ビジター１名大阪
⻄クラブ２名ゲスト２名徳義会１０名（先生３名生徒
７名）参加予定、当日の役割分担をメールで流します。
集合はメンバー９：３０流しそうめんを⾏います。

9 8/25 納涼例会について
場所を中京区御幸町夷川上る浄慶寺で⾏います、１９
時から服装はカジュアルで

「心霊写真の解説」を中島和尚からしていただきます（塚
本 ワイズと同級生？） 参加予定者４１名

10 8/26〜8/28 十勝クラブ40周年記念例会 北海道部会
について
伊丹から飛⾏機で、その後レンタカーでの移動、森田

ワイズ加藤ワイズから⾏程の連絡
11 すいかファンド報告

１８個のすいかファンドありがとうございました。桂
ワイズから十勝からトウモロコシファンドの相談が
あり山本ファンド委員⻑一任

12 ポテトファンド告知
締切が9/6 10/22にポテト配送ワーク実施
ポテトセット２０００円 カボチャセット２４００円

３種セット（ｼﾞｬｶﾞｲﾓ+ｶﾎﾞﾁｬ+ﾀﾏﾈｷﾞ）
２４００円 できるだけｼﾞｬｶﾞｲﾓセットとカボチャセッ

トの注文を。
13 9/3〜9/4 カレー合宿＆リトセンワークについて

１１名参加予定 夜食はケータリング
14 次期京都部ＥＭＣ主査打診の件

塚本Yサ委員⻑に、来季の京都部EMC主査の打診があ
りました、快く快諾

15 ホームページリニューアルについて
プロジェクターを使ってのHPのリニューアルにつき
使い方説明が⾏われた
動画配信に優れており今後の使い方の幅が広がった。

16 各事業委員会報告
9/23のメネット例会について森田ワイズからの報告、
メネット主査にビデオメッセージを
いただくこと、野田メネットからのスピーチ、角谷会
⻑メネットからのビデオメッセージ四方さんメネット
を連れての入会式など盛りだくさん。
地域奉仕から、みやこ作業所11/20、リトセンオータ
ム1/20日程が重なっているが、
メンバーの分散しての参加のお願いがあり。
島田書記より、会員推薦書件登録簿の提出依頼。
できるだけ早目に提出をお願いいたします。

他クラブ関係
1 各部会について

8/28中部 9/3中⻄部 9/4阪和部 9/11京都部 10
/2九州部 10/8びわこ部 10/15瀬⼾山陰部 10/29
⻄中国部 11/12六甲部 各部会出席の方は中原外部
書記へ連絡を

ＹＭＣＡ関係
1 8/7〜8/11 リフレッシュファミリーキャンプ

５名出席、野田ワイズ指導のもと湯葉餃子の作成と調理
を⾏った。

2 8/16(火)大文字送り火鑑賞会
参加者なし。

3 8/20(土)〜8/21(日) ⻘い空と白い雲のキャンプ
参加者なし

京都部関係
1 森田ワイズ 河合ワイズに委嘱状授与が角谷会⻑から

⾏われた。
その他
1 YMCAから、神崎主事が日本YMCAの総主事となります
（来年４月から）

北北北北海海海海道道道道部部部部会会会会&&&&十十十十勝勝勝勝ククククララララブブブブ４４４４００００周周周周年年年年記記記記念念念念例例例例会会会会

ゴゴゴゴルルルルフフフフ組組組組 塚本 勝已



２２２２００００１１１１６６６６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

9/15 木 三役会 19:00 京都YMCA

10/6 木 役員会 19:00 京都YMCA

10/１
2 土日 一泊例会九州部会

(第一例会) 15:00 後報

10/27 木 第二例会
（部⻑公式訪問） 19:00 ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ&ｽﾊﾟ

10/8 土 竹林ワーク 後報 ⻄山竹林

10/22 日 ポテトワーク 後報 後報

ＹＹＹＹＭＭＭＭＣＣＣＣＡＡＡＡ ＮＮＮＮＥＥＥＥＷＷＷＷＳＳＳＳ

１．ちょこっとボランティア視覚障がい者サポート

講習会

日 時： １０月１日（土）午後３時～５時

場 所： 京都ＹＭＣＡ 三条本館２０１号室

講 師： 松永 信也氏

定 員： ３０名程度

参加費： ３００円

２．京都ＹＭＣＡ会員のためのオリエンテーション

講座

京都ＹＭＣＡの会員の中で維持会員ＢとしてＹＭＣ

Ａ運動を積極的に担っていこうという意欲のある方

を対象に開催するＹＭＣＡについての理解をより一

層深めてもらうためのオリエンテーション講座です。

日 時： ２０１６年９月２６日（月）

午後７時～８時半

場 所： 京都ＹＭＣＡ三条本館 ２０１号室

対 象： 京都ＹＭＣＡの普通会員

３．第６回ＡＩＤＳ文化フォーラムｉｎ京都

２日の日曜日にはミッツ・マングローブさんも登場

します。

当日ご協力いただけるサポートスタッフ及び協賛金

のご協力も募集しています。多くの方の参加とご支

援ご協力をお願いします。

日 時：１０月１日（土) 12：30～18：30

１０月２日（日）10：00～17：30

場 所：同志社大学新町キャンパス 尋真館

お問合せ：ＡＩＤＳ文化フォーラムｉｎ京都 ホーム

ページ）http://hiv-kyoto.com

４．京都ＹＭＣＡ国際福祉専門学校学園祭（ＹＭＣ

Ａ祭）

日 時： １１月３日（木）午前10時～

場 所： 京都ＹＭＣＡ三条本館

全てのお問い合わせ・申し込みは：京都ＹＭＣＡ

（ＴＥＬ）０７５－２３１－４３８８

（ＦＡＸ）０７５－２５１－０９７０

２２２２００００１１１１６６６６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

8/10 木 三役会 19:00 京都YMCA

9/1 木 役員会 19:00 京都YMCA

9/11 日 京都部会
(第一例会) 15:00

京都グランドプ
リンスホテル

9/23 木 第二例会（メネット） 19:00 ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ&ｽﾊﾟ

9/3 土 カレーｰ合宿 後報 リトリートセンター

9/4 日 リトセンワーク 後報 リトリートセンター

９月 ＨａｐｐｙＢｉｒｔｄａｙ
野田君子メネット

９月 H a p p y A n n i v e r s a r y
福田英生・仁美

メメメメネネネネッッッットトトトののののおおおお知知知知ららららせせせせ 森森森森田田田田直直直直子子子子

今期メネット連絡員の森田直子です。

よろしくお願いします。

メネット事業主任 熊本にしクラブ 亀浦 尚子

＊ プロジェクト

様々なきっかけで社会に踏み出せなくなった

子供達のフリースクール箱崎自由学舎

「えすぺらんさ」への支援

９月はメネット月間ですので９月２３日（金）

メネット例会とします。メネットは是非ご出席

下さい。

国際大会ＹＥＥＰに参加された市橋さらちゃんの

報告と国内プロジェクトの説明またメネットの

在り方等を話し合う予定です。

沢山の御参加をお願い致します。

【役員会議案】
議案１ 8月納涼例会の会費について

①ゲスト会費（広義会員含む） 4,500円
②平安徳義会様 3,000円 ③メネット会費 3,000
④メンバー追加負担 なし 承認

議案２ 2月9日 京都ﾛｲﾔﾙH&ｽﾊﾟでの第一例会の登録
費について
ゲスト・ビジターを4,500円(実費相当)とする。メネッ
ト(特別メネット含む)は1,500円をクラブから補助し、
登録費を3,000円とする。また、アルコールが出る場
合、ゲスト・ビジターは6,500円（実費相当）メネッ
ト（特別メネット含む）は上記、同補助で5000円と
する。11月10日・12月8日の第一例会は京都ＹＭＣＡ
で⾏い、登録費については、ゲスト・ビジター・メネッ
ト（特別メネット含む）を1,500円(実費相当)とする。

承認

以上


