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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」
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内ポテト
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今期メネット連絡員をお引き受けいたしました。

メネットってご存知ですか。ご主人がワイズメンズクラブに入会されたら、自動的に妻

はメネットと呼ばれます。メネットの活動も時代の流れとともに変化してまいりました。

自分の仕事を持つ人・趣味に力を入れる人・在り方は様々です。ウェストクラブもメネッ

トの参加が少なくなり、機能しなくなりました。しかし、せめて日本区との繋がりを絶や

さないために連絡員として名を残しています。

今期メネット事業主任は熊本西クラブの亀浦尚子さん。国内プロジェクトは引きこもり

や色々な事情で学校や社会に踏み出せなくなった子供達が、再び目標に向かえるように！

フリースクール箱崎学舎「えすぺらんさ」の支援を提唱されています。ささやかな献金で

あっても西日本区でまとまれば大きな力となり、今までに沢山の支援をしてきました。熊

本の役員の皆様は大きな災害を抱え大変な時でもありますのに、各地へ訪問されたりと頭が下がります。年齢の差

や立場の違うメネットの交流は自分の成長の糧となり、夫と共に共通の体験や話題にふれて社会との繋がりを深め

ることは、意義深いものと思われます。

活動に参加することにより、理解も出来て奉仕活動で許しあうことを学び、喜びや達成感も得られると思われま

す。ウエストクラブでは９月２３日の例会でメネットアワーの時間を持ちます。ご主人がワイズ活動を楽しんでお

られる姿をご覧ください。仕事の現場とはまた違った顔に出会えます。メネットの集まりで親交を深めましょう。

若いメネットにタスキを渡さないと衰退するのみです。このままメネットという言葉が消えてしまうのかと危惧し

ている昨今です。
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雨の予報が出ていましたが晴天に恵まれた9月4日に

秋のリトセンワークがありました。昨年に引き続きウ

エストはカレーの担当となり前日からの合宿で

仕込みを行い朝に到着するとメンバーが朝食を終えよ

うとしていました。

それから全員でカレーの仕上げにかかりジャガイモ、

ニンジンなどのカット作業をしてそれを茹でて完成を

待ちます。作る人によって味は変わるものですが今年

もおいしいカレーが提供できそうです。

カレー作りの合間にＹＭＣＡより依頼がありました竹

の伐採にとりかかり電線に架かる竹を10本ほどチェー

ンソーで切りましたがキャピタルのメンバーと協力し

てのワークでした。

ウエストからは角谷会長、安田ワイズ、加藤の3名で行

いました。

再びキッチンに戻るとカレー作りは終えていました

が暫しの休憩を挟みメンバーが来たのは12時前でした

ので例年より遅いように感じました。

今年は塚本コロッケのトッピングがあり皆さんの評

価は上々で美味しかったよと声をかけられましたので

安堵しました。

14時には終了し解散となりましたが食べ物作りは実

に楽しいもので和気あいあいのワークでした。メンバー

は角谷会長、塚本Ｙサ委員長と島田、中原、野田、河

合、牧野、市橋の各ワイズと市橋コメットの合宿組と

当日参加の安平、安田、加藤の各ワイズ12名の参加で

した。

グランドプリンスホテル京都で行われた京都部会。

第１部は数時間前に京都部が一丸となってチャーター

した北京都フロンティアワイズメンズクラブを加えた

全１９クラブのバナーセレモニーで賑やかに開幕しま

した。司会の紹介で各クラブ会長がバナーを持って入

場しましたが、登場時の声援は角谷会長が一番だった

と思います。

第２部では、京都ＹＭＣＡの国際協力・青少年支援

活動がスライドや動画で紹介された他、のびっこ太鼓

の皆さんの迫力ある演奏や、洛北高校吹奏楽部による

おなじみの曲を見事にアレンジした演奏などのアトラ

クションで盛り上がりました。

食事・懇親の場となる第３部はフラッシュモブのサ

プライズ演出で始まりました。美味しい料理とともに

バンド演奏あり、ダンスありのプログラムに時間を忘

れて楽しむことができ、大いに交流を深めることがで

きました。

９９９９月月月月３３３３////４４４４日日日日((((土土土土日日日日））））カカカカレレレレーーーー合合合合宿宿宿宿・・・・リリリリトトトトセセセセンンンンワワワワーーーークククク

直前会長 加藤 秀行

９９９９月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（日日日日））））京京京京都都都都部部部部会会会会 第第第第一一一一例例例例会会会会

EMC/DR委員 飯野 正樹



書記の島田ワイズを悩ませて、久々にメネット例

会に出席しました。司会はお任せの加藤メネット。

ゲスト紹介から委員会報告へ

とスムーズに進行し、変わら

ぬ笑顔で私を迎えて下さった

みなさんに感謝の意と、食前

のひと言を述べました。

食後のメネットタイムでは、

これまでの活動の軌跡が紹介

され、ウエストメネット会な

らではの事業を振り返りまし

た。

市橋コメットの国際大会参加

体験談では、初めての経験に

戸惑ったり、そして楽しんだ

様子がとてもわかりやすく伝

わり、頼もしい未来のワイズ

外交官に大きな拍手が送られました。野田メネット

のスピーチでは、『人を測る物差しを伸縮自在のゴ

ムのメジャーに持ち替えて・・』と、弱者を思いや

る素敵な方法を教えてもらいました。『あと出し負

けジャンケン』では、負ける手を出すのがなかなか

困難な自分の姿に気づかされました。例会は滞りな

く閉会となり、話し足りない分は二次会へと持ち越

し延々と・・。角谷会長の細やかな心遣いにメンバー

を包む大きな愛を感じました。淀むことなく新しい

風が吹いている・・ウエストクラブにそんな印象を

受けました。これからの益々の発展と繁栄を心より

祈っています。ありがとうございました。

９９９９月月月月２２２２３３３３日日日日（（（（金金金金）））） メメメメネネネネッッッットトトト例例例例会会会会 第第第第二二二二例例例例会会会会

中原優子メネット

9月役員会議事録 司会島田書記
議事録制作者：野田ＥＭＣ委員⻑

【報告事項】
1 8/20竹林ワーク（流しそうめん企画）

報告 牧野地域奉仕・環境委員⻑
中原書記から流しそうめん用の竹提供、角谷会⻑から手作りポ
テトサラダの差し入れ、大阪⻄クラブ畑平ワイズから鶴橋のキ
ムチ差し入れ、メン１３名、メネット２名、孫メット１名、平
安徳義会１０名、大阪⻄クラブ２名、京都グローバルクラブ１
名、中国留学生１名の参加でした。天気も良く流しそうめんは
大盛況でした。
2 8/25 納涼例会報告 澤田ドライバー委員⻑

浄慶寺にて中島和尚の「心霊写真の解説」の講演、メンバー
からの恐怖体験のスピーチ、その後二次会までお寺を使わせて
いただきました。メンバー他、ゲスト５名、平安徳義会７名、
メネット１名、京都グローバルクラブ赤松ワイズ、

４１名の参加で食事はレストラン伽芽論の和洋折衷弁当をいただ
きました。また外での例会も企画します。
3 8/26〜8/28 十勝クラブ40周年記念例会 北海道部会報告

岩本交流委員⻑
京都ウエスト１６名参加、大阪⻄９名、和歌山紀ノ川１名

参加、千歳空港到着の後レンタカー４台に分乗して、ゴルフ組
と二手に分かれての⾏動。懇親会や台北ダウンタウンクラブと
の交流等、北海道部会に１２０名の出席があったことは稀なこ
とです。山田ワイズの幅広い交流の成果だと思います。森田ワ
イズの講演、台北ダウンタウンメネットの踊り、最終日の中村
農園でのＢＢＱなど盛り沢山でした。ゴルフ組は帯広白川ＧＣ
で関⻄とは違って涼しく快適にプレーできた。
4 9/3〜9/4 カレー合宿＆リトセンワークについて

塚本Ｙサ委員⻑
３日１６：００集合でカレー合宿。カレーができた後、グルメ
サプライズの出張中華料理を予定しています。
市橋ワイズ知人の方から米１２Ｋｇを寄付いただく予定です。
そのかわりクラブファンドでお米を販売してください。牛筋カ
レーコロッケ乗せを予定。４日はカレーの提供と京都キャピタ
ルクラブのワーク、竹の伐採を指導。
5 9/11 京都部部会(第一例会)について 角谷会⻑

１３：００〜北京都フロンティアクラブのチャーターナイト、
１５時〜京都部部会。２７名参加予定
6 9/23 メネット例会(第二例会)について

森田メネット連絡員
司会：加藤メネット、ニコニコ⽴山メネット、角谷会⻑メネッ
トのビデオ出演、市橋コメットＩＹＣ報告、福田メネット
スピーチ、野田メネットスピーチを予定しています。

7 ポテトファンド進捗状況及び日程について（10/22開催）
山本ファンド委員⻑

締切り間近だがメンバーからの申し込みがない。メンバー以外
の注文の取りまとめを先にしたほうがよい。
台風の影響があるかもしれないので情報の収集も必要である。

8 10/1〜10/2 九州部会兼一泊例会(10月第一例会)につい
て 岩本交流委員⻑
１泊例会のため交流かドライバーか次の委員会で検討する。角
谷会⻑、中原書記、牧野Ｙサ委員⻑、澤田Ｄｒ委員⻑、
岩本交流委員⻑、森田ワイズご夫妻 計７名参加予定。

9 各事業委員会報告 各事業委員⻑
地域奉仕委員会：１１月１３日（日）舞鶴にて街頭募⾦を開催
予定です。平安徳義会参加。
１１月２０日は、リトセンオータムフェスタ、大阪⻄クラブ３
０周年、みやこ作業所ふれあいまつりと⾏事が重なっているの
で、リトセンオータムフェスタを不参加の方向で進めます。平
安徳義会はみやこ作業所ふれあいまつりに参加予定。
ＥＭＣ・ドライバー委員会：澤田委員⻑から、９月のメネット
例会にて四方様の入会について報告があった。岩本交流委員⻑
から、まだ入会者が議案で承認されてないとの指摘があり、協
議の結果１０月の例会での入会となった。紹介者の澤田委員⻑
から三役会に入会予定者のプロフィール提出後１０月の役員会
で議案にする。

他クラブ関係
1.各部会について

9/11京都部 ２７名 10/2九州部 ７名
10/8びわこ部 中原、河合 中原書記

ＹＭＣＡ関係
1.阿部連絡主事より、舞鶴ＹＭＣＡの建物は台風の際で高潮にな
れば、床下ぎりぎりまで海水がくるので、浸水被害の可能性が
あるとの報告ありました。

議案無し
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9/15 木 三役会 19:00 京都YMCA

10/6 木 役員会 19:00 京都YMCA

10/12 土日 一泊例会九州部会
(第一例会) 後報 九州熊本

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．アジア保健研修所報告会～最果ての島で健康を

守る～

アジア保険研修所（ＡＨＩ）の巡回報告会を京都ＹＭＣ

Ａにて開催します。フィリピン・スールー諸島で健康な

村づくりを進めるガイさん、エミーさん２人のムスリム

女性のお話を伺います。通訳もありますので、お気軽に

ご参加ください。

日 時： １０月１５日（土）午後２時～５時

主 催： アジア保険研修所

共 催： 京都ＹＭＣＡ、京都ＹＷＣＡ

場 所： 京都ＹＭＣＡ三条本館 ２０４号室

参 加 費： 無料

お問合せ・お申込み：京都ＹＭＣＡ、京都ＹＷＣＡまた

は、アジア保険研修所（ＡＨＩ）まで。

京都ＹＭＣＡ： (ＴＥＬ）075－231－4388

（ＦＡＸ）075－251－0970

アジア保険研修所： (ＴＥＬ) 0561－73－1950

（ＦＡＸ）0561－73－1990

２．夏期国際プログラム ユース参加者による報告会

今年の夏期国際プログラム（広島ＹＭＣＡ国際青少年平

和セミナー、厦門インターナショナルワークキャンプ、

地球市民育成プロジェクト）に参加したユースの報告会

を行います。ぜひご参加ください。

日 時： １０月１８日（火）午後７時～９時

場 所：京都ＹＭＣＡ 三条本館２０４号室

お申込み：京都ＹＭＣ （ＴＥＬ）075－231－4388

（ＦＡＸ）075－251－0970

３．国際協力街頭募金

１０月３０日（日）、京都市内各所で街頭募金を行いま

す。詳細は後日ご案内します。

集合場所・時間： 京都ＹＭＣＡ三条本館ロビー

午後１２時３０分頃（予定）

４．京都ＹＭＣＡ国際福祉専門学校学園祭（ＹＭＣＡ祭）

毎年一回秋に開催する京都ＹＭＣＡ国際福祉園門学校の

学園祭です。ワイズメンズクラブの協力もあって大々的

開催しているこの学園祭ですが、今年は地域の皆様の応

援も得て、明るく楽しく進めて参ります。

今年のテーマは「地域の優しさのカギになろう！」です。

ＹＭＣＡ周辺の地域の皆様にも役に立つ情報や楽しんで

いただける内容を作り出してゆこうと考えております。

日 時：１１月３日（木）午前１０時から午後３時

場 所： 京都ＹＭＣＡ三条本館

入 場： 無料

ステージ：簡単介護のテクニック講座、日本語科「日本

のうた」のど自慢大会、介護福祉学科の日頃の学習成果

発表、ギタリスト「ゆあさまさや」さんソロコンサート

模 擬 店：ワイズメンズクラブによる美味しいスナック、

学生による模擬店、福祉施設による手作りグッズ販売コー

ナー、子ども達の遊びのコーナー、介助犬理解コーナー

10月 ＨａｐｐｙＢｉｒｔｄａｙ
鈴木けいこメネ ⽴山益子メネ
林宏美メネ 塚本由美メネ

10月 H a p p y A n n i v e r s a r y
加藤秀⾏・晶実 松本忠正・純子
林茂・宏美

２２２２００００１１１１６６６６年年年年１１１１１１１１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

10/20 木 三役会 19:00 京都YMCA

11/2 木 役員会 19:00 京都YMCA

11/10 木 第一例会（軽食有） 19:00 京都YMCA

11/24 木 第二例会（EMC例会） 19:00 ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ&ｽﾊﾟ

11/20 日 みやこふれあい祭 後報 ⻄院中学

11/20 日 リトセンオータム
フェスタ 後報 リトリートセンター

編編編編集集集集後後後後記記記記

皆さまこんにちは～！！早いもので角谷期も５ヶ

月が経ちました。メンバーの皆様の御協力のもと、

ブリテンもスムーズに作成出来ています。

発刊月によって行事が多かったり、少なかったり・・

紙面作りにも苦労が有るんですよ～(^_^;

身近な記事や、写真、お知らせ大歓迎ですので、

どんどんメールで送って下さいね～

ちなみに、私の会長期の引

継が終わってすぐにやって

きた猫達です。こんなに大

きくなりました(^^)

ブリテン委員 金澤典子


