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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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新年明けましておめでとうございます。メンバーの皆様及び三役の皆様・各委員長様の

お蔭を持ちまして会長職の任期半分が終り、いよいよ折り返しを迎えさせて頂くこととな

りました。歴代会長の方々が口を揃えておっしゃるように、会長としての立場は多くの新

しい出会いや気づきがあり、ワイズメンとしての醍醐味を十分味わうことができます。そ

の中の一つとしてのクラブの運営面においては、メンバーの皆様の積極的な活動が響き合

うようにメンバー同士の交流となり、素晴らしいウエスト全体の活動となり、他のワイズ

メンが羨ましく思うぐらいのウエストクラブの活動を目の当たりにして、とても有意義な

日々を送らせて頂き、メンバーの皆様のご尽力・ ご協力に心から感謝申し上げる次第です。さて、今年も

京都ウエストに新しいメンバーが入会されました。今後も素晴らしい人材が京都ウエストに集まり、クラブ

として良い方向へどんどん向かって行くことでしょう。このムーブメントを京都部そして西日本区・東日本

区…etcへ伝えて行き、全てのワイズ面のモデルとなる為には、やはりウエストは元気なクラブであり続け

る必要があります。現在でも京都ウエストは人材・チームワーク・活気等、現状維持でも十分良いクラブだ

と思います。しかし、将来的にどのようなクラブになるかは未知の領域であり、他のクラブが危惧している

クラブの弱体化は起こりうる話しではないかと考えます。

企業経営でも同じことが言えますが、元気な時こそ将来に向けてやるべきことを考え、中期長期的な視野

のもと素晴らしい人材の叡智を集約させ、ウエストクラブを前に前に押し出そうではありませんか！ 各々、

自己研鑽し続けることは勿論のことですが、より良いクラブを目指して進んでいければなと思い、また引き

続き新入会員の獲得と共に、私達と志を共有できる仲間を増やし、次期の安田期に繋げていければなと思い
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ます。１月には安田次期安田 会長期三役ともしっかり

連携して、私自身の任期も楽しみつつ、残り半年、益々

頑張って行く所存でございますので、どうぞ引き続い

て皆様のご指導とご協力宜しくお願い申し上げます。

本日ブリテンは四方ワイズ欠席の為、代筆致しまし

た。三条YMCAにて、先月同様お弁当付きの例会でした。

本日のお題は、スピーチと切手切りです。

まずは新人ワイズの中野ワイズのスピーチ。とても

元気良くプロフィールと、お仕事の経緯や、これから

の思いなどをお話されました。お次は胡内ワイズがス

ピーチされました。京都市財政の裏側？や予算に関わ

る事を、クイズ形式でとても分かり易く楽しいお話で

した。又他の機会でもお聞きしたいと思いました。残

り１５分程は、全員で切手切り切りを行い８時半には

終了致しました。二次会は近くの元元元元気気気気で交流をはかり

ました。

冬の澄んだ空気の中、竹林整備ワークを実施。メン

バー５名とコメット１名ビジター１名と少ない参加者

ではありましたが、竹の伐採、草刈り、倉庫の備品の

整理などを行いました。ワーク終了後は、市橋ワイズ

とコメット特性の無水鍋で作った薫製風玉ねぎとゆで

卵を皆で頂きました。敷地に立てているウエスト看板

の説明書き透明シートが剥がれかけており、次回にて

修理を行うとの事です。収穫の季節に向けて多くのメ

ンバーの参加で竹林事業を盛り上げていきたいもので

す。参加者：森田、中原、市橋、市橋コメ、牧野、河

合、赤松様（グローバル）

12月18日（土）18:00からクリスマス例会がロイヤル

ホテル＆スパで開催されました。金澤ワイズ司会のも

と、今日参加のコメット、マゴメットによるキャンド

ルサービスが始まり会場内がほのぼのとした空気に包

まれました中、今日ゲストでお越しいただいた、尾辻

優衣子さんの二胡演奏できよしこの夜を全員で歌い

キャンドルサービスが終わりました。 ひき続き、開

会点鐘、ワイズソング斉唱、会長挨拶と移りゲスト・

家族紹介、委員会報告と進み、そして阿部連絡主事か

らクリスマスメッセージを頂き、森田ワイズより食前

の一言と乾杯と進み、そして食事しばし歓談となりま

した。

食事が終わり先程、きよしこの夜を演奏していただ

いた二胡演奏者の尾辻 優衣子さんよる『二胡で無限

の可能性を』演題にしたライブが始まりしばし二胡の

世界を楽しませていただきました。ひき続き、山際

武さんよるマジックショーへ移り大人も子供も大いに

楽しませていただきました。そして、子供達が待ちに

待ったクリスマスプレゼントが安田次期会長サンタよ

りコメット、マゴメット全員に手渡れました。

引き続きメンバーによるプレゼント交換、そして、H

appy Birthdey・Anniversary ニコニコタイム・YMCA

ソング斉唱・次回例会アピールと進み、最後会長よる

閉会点鐘でクリスマス例会が終わりました。

今回もコメット、マゴメットの成長の速さを感じなが

ら例会を楽しませていただきました。有難うございま

した。そして何よりも体調を崩されていた福田ワイズ

の元気な姿が見れ良かったです。皆様お疲れ様でした。

12月27日 がんこ高瀬川二条苑で忘年会が執り行わ

れました。年の瀬の押し迫った日程でしたが、総勢26

名の参加で、今年最後の楽しいひとときを過ごすこと

が出来ました。がんこ二条苑さんは、お庭が美しいよ

うで、是非拝見したかったのですが、19時開始なので、

すでに外は真っ暗、小雨の中、残念ながらお庭を拝見

することはできませんでした。

お料理は、懐石風のお料理に一人鍋のぶりしゃぶでし

た。飲み放題付きで、ビール、ワイン、焼酎など頂き、

和気あいあいと楽しい2時間を過ごさせて頂きました。

なかなか日頃お会いすることのないメンバーの方とも

お話が出来て楽しかったです。次回は是非、お昼間に

行ってみたいと思います。
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角角角角谷谷谷谷会会会会長長長長 は巻頭文で！！

安安安安田田田田副副副副会会会会長長長長 やっと準備が整った！！

島島島島田田田田会会会会計計計計 引き続き角谷会長のサポート業務をしっ

かりと行い、スムーズに次期につなげられるよ

う、楽しみたいと思います。皆様どうぞよろし

くお願いします。

中中中中原原原原書書書書記記記記 昨年は皆様の心温まる衝撃的な還暦祝

いを頂きました。今年は結婚、出産ラッシュの

激動の中原家となりそうです。またまたよろし

くお願いします。

河河河河合合合合会会会会計計計計 今年も一層充実したワイズライフを楽

しみます。

加加加加藤藤藤藤直直直直前前前前会会会会長長長長 今年もウエストらしいワイズ活動

をメンバーで支えていきましょう。

阿阿阿阿部部部部連連連連絡絡絡絡主主主主事事事事 新しい年、新しいことにチャレンジ！

森森森森田田田田メメメメネネネネッッッットトトト連連連連絡絡絡絡員員員員 昨年年末から新年にかけて孫

６人嫁・娘を交えてのロスアンゼルスからラス

ベガス・ディズニ―ランドの旅を楽しんできま

した。楽しかったですが疲れました。

今年の春頃にはメネットと女性メンバー一緒に

野田ワイズ経営の美山の里で一泊の女子会を計

画しています。

今年は酉年・・眠っているメネットさんも鶏声

に合わせ目覚めてください。賛否のご意見も聞

かせて下さいね

牧牧牧牧野野野野地地地地域域域域奉奉奉奉仕仕仕仕・・・・環環環環境境境境委委委委員員員員長長長長 明るく、楽しく一生

懸命！

安安安安平平平平地地地地域域域域奉奉奉奉仕仕仕仕・・・・環環環環境境境境委委委委員員員員 今年も新しい事に挑戦

する年にします。

林林林林茂茂茂茂地地地地域域域域奉奉奉奉仕仕仕仕・・・・環環環環境境境境委委委委員員員員 努力と再スタート！！

松松松松本本本本地地地地域域域域奉奉奉奉仕仕仕仕・・・・環環環環境境境境委委委委員員員員 健康に気を付け元気で

頑張っていきたいと思っています。

大大大大西西西西地地地地域域域域奉奉奉奉仕仕仕仕・・・・環環環環境境境境委委委委員員員員 酉年でおめでとうござ

います。羽ばたいて体重を落とすのが今年の目

標です。

塚塚塚塚本本本本ＹＹＹＹササササ・・・・ユユユユーーーースススス委委委委員員員員長長長長 今年年男！爆発します！

桂桂桂桂ＹＹＹＹササササ・・・・ユユユユーーーースススス委委委委員員員員 今年はまだやった事のない事

にチャレンジしようと思います。根気が続くの

か、記憶力はあるのか、覚えられるのかまぁで

も一回やってみよう！

吉吉吉吉川川川川ＹＹＹＹササササ・・・・ユユユユーーーースススス委委委委員員員員 今年は厄年も抜けました

ので仕事にワイズ活動に頑張りたいと思います

ので、宜しくお願いします。

鈴鈴鈴鈴木木木木ＹＹＹＹササササ・・・・ユユユユーーーースススス委委委委員員員員 元気で頑張ります。

野野野野田田田田EEEEMMMMCCCC委委委委員員員員長長長長 あと半年、EMC目標達成頑張るぞ

～！！

澤澤澤澤田田田田DDDDRRRR委委委委員員員員長長長長 今年ももっと仲間を増やすぞ～！

立立立立山山山山EEEEMMMMCCCC・・・・DDDDRRRR委委委委員員員員 今年はメンバーになるべく御迷

惑をかけないようにクラブライフを楽しみます。

宜しくお願いします。

市市市市橋橋橋橋EEEEMMMMCCCC・・・・DDDDRRRR委委委委員員員員 けがしない、病気しない、でき

たらお腹ちょっとひっこめる、身体になるよう

頑張ります。

福福福福田田田田EEEEMMMMCCCC・・・・DDDDRRRR委委委委員員員員 健康第一！！

胡胡胡胡内内内内EEEEMMMMCCCC・・・・DDDDRRRR委委委委員員員員 ワイズの中で昨年出来なかった

事を、一つでも多く経験したいと思います！今

年もよろしくお願いします！

渡渡渡渡邊邊邊邊EEEEMMMMCCCC・・・・DDDDRRRR委委委委員員員員 ワイズ活動の深い意味を理解す

るとともに、活動も頑張ります！

飯飯飯飯野野野野EEEEMMMMCCCC・・・・DDDDRRRR委委委委員員員員 心身共に健康を維持して、仕事

もプライベートも充実した１年にしたいと思い

ます。今年もよろしくお願いいたします！

中中中中野野野野EEEEMMMMCCCC・・・・DDDDRRRR委委委委員員員員 交流を深めたい！

四四四四方方方方EEEEMMMMCCCC・・・・DDDDRRRR委委委委員員員員 今年も駆け抜けます！

佐佐佐佐治治治治ブブブブリリリリテテテテンンンン委委委委員員員員長長長長 年男なので羽ばたきます！！

金金金金澤澤澤澤ブブブブリリリリテテテテンンンン委委委委員員員員 次のブリテン委員の方が楽に

なれるようマニュアルを作ってあげたい！！

茂茂茂茂山山山山ブブブブリリリリテテテテンンンン委委委委員員員員 ？？

山山山山本本本本フフフファァァァンンンンドドドド委委委委員員員員長長長長 （建前）ファンド頑張るぞ！

（本音）彼女紹介するぞ！

藤藤藤藤居居居居フフフファァァァンンンンドドドド委委委委員員員員 遅刻しないよう頑張ります。

林林林林正正正正章章章章フフフファァァァンンンンドドドド委委委委員員員員 今年こそ心機一転頑張ります！

岩岩岩岩本本本本交交交交流流流流IIIIBBBBCCCC////DDDDBBBBCCCC委委委委員員員員長長長長 取り敢えず熊本開催の西

日本区大会登録まっとります。本年もよろしく

お願い致します。

森森森森田田田田交交交交流流流流IIIIBBBBCCCC////DDDDBBBBCCCC委委委委員員員員 昨年末に事務所創業５０周

年を職員と家族で祝うことができました。３年

前の金婚式に引き続いて、ふたたび５０年とい

う重みを感じるとともに、４７年前の腹膜炎手

術以来、健康そのもので過ごしてこられたこと

に感謝のほかはありません。今後は私を育てて

くれたワイズへの報恩奉仕に努めていきたいと

願っています。

山山山山田田田田交交交交流流流流IIIIBBBBCCCC////DDDDBBBBCCCC委委委委員員員員 新年明けましておめでとう

ございます。あっという間に残り半年、積極的

に事業に参加していこうと思いますので宜しく

お願い致します。

草草草草野野野野交交交交流流流流IIIIBBBBCCCC////DDDDBBBBCCCC委委委委員員員員 今年も年初めから、元気よ

く羽ばたくウエストクラブのメンバーとして扱っ

てください。気持ちは若い！

２０１７年を迎えて
京都ウエストメンバーの一言！！



１2月役員会議事録 司会 島田書記

議事録制作者： 岩本敬子交流 委員⻑
「報告事項」
1 11月3日（木・祝）京都ＹＭＣＡ学園祭報告
ぜんざい完売 参加者メン10名 コメット2名 塚本Yサ委員⻑
2 11月10日（木）11月第一例会報告
森田ワイズの講演、「ワイズへの思い〜そしてこれから〜」
ワイズの現状を知ること内容でスピーチされた。 角谷会⻑
3 11月11日（⾦）防災ワークショップ報告
マナーホールにて、11〜12名参加 中京消防署の方より減災につ
いてお話があった。非常時に備えて、スリッパ、靴等 枕元に
常備する。 安田副会⻑

4 11月12日（土）ＹＭＣＡ・ＹＷＣＡ合同祈祷週集会報告
YWCAにて開催。ｳｴｽﾄからは2名参加。YW30名。合計40名程。ﾃｰ
ﾏは「障がいのある人、ない人ともに生きる」食事はコロッケと
スープ、サラダ。 河合会計

5 11月13日（日）舞鶴ＹＭＣＡ街頭募⾦報告
自家用⾞にて3台分乗、メン12名。コメ2名。赤れんがにて30分
募⾦活動。35,166円。その後学園祭参加。北京都フロンティア
クラブさん屋台の豚汁賞味し、とれとれ市場にて食事買い物。
国際福祉専門学生、およびワイズメンとも交流もできたので良
かった。来年度は徳義会さんも参加でバス予算を組む事を推奨
する。 塚本Yサ委員⻑

6 11月20日（日）みやこふれあい祭り報告
参加者9名。山川主査も参加。天気良好。焼きそば、わらびもち
を販売。完売。のぼりも⽴て、広報できた。 牧野CS委員⻑

7 11月20日（日）大阪⻄30周年記念例報告
参加者9名。林業⼥子の鳥居由佳さんによる記念講演。総勢110名、
その過半数が2次会も参加。ペンタゴンの参加が多く交流できま
した。 岩本交流委員⻑

8 11月24日（木）11月第二例会 EMC例会報告
中野かおるさんの入会式。講演は日本ｺﾐﾆｭﾃｨ-IT教会理事 一井敏
郎様。今回ゲスト参加者（4回参加）より、1月入会予定者がい
ます。久保田主査も参加。彦根シャトークラブさんアピールに
参加されました。サプライズで中原ワイズの還暦祝いを⾏った。

野田EMC委員⻑
9 12月8日（木）12月第一例会について
メンバースピーチを計画（入会歴浅いメンバー）BFファンドの切
手切る時間を設ける。 角谷会⻑

10 12月10日（土）竹林ワークについて
9時集合。参加者少ないのでできるだけ参加願う。牧野CS委員⻑
11 12月10日（土）みかんファンドについて
12/5締切り。滋賀⻘果正午から14時受取。委員⻑から再度メール
流す。 山本ファンド委員⻑

12 12月18日（日）クリスマス例会（12月第二例会）について
演奏 二胡奏者 尾辻優衣子さん。手品は手配中、大人は1,000円
程のプレゼントを用意。 野田EMC委員⻑

13 12月27日（火）ウエスト忘年会について
がんこ 二条高瀬川 19時から会費7,000円 角谷会⻑
14 1月7日(土)WRM合同新年例会について
ホストｸﾗﾌﾞ洛中。会場はANAクラウンプラザ。
17時半受付、18時開演、会費1万、各クラブ負担⾦3万。
ハミング歌手とピアノ演奏。 安田副会⻑
15 1月10日(月)締め切りの後期半年報報告及び各事業報告につ
いて

書記がEMC委員会から報告を受けて報告、委員⻑に各事業報告を
依頼する。 中原書記

16 1月26日(木)公開役員会兼第一例会について
総会にて次次期会⻑及び次期三役承認。 安田副会⻑
17 各事業委員会報告
牧野委員⻑よりクリスマス例会に東前さんを招待したい。1月新
年例会に徳義会卒業生徒を特別会計からの拠出にて招待。TOF例
会企画CS委員会に一任してほしい。（2つ候補有）各事業委員⻑
「協議事項」
1 次々期会⻑・次期三役について 安田副会⻑
2 クリスマス例会会費について 角谷会⻑
「ＹＭＣＡ関係」

1 12月12日(月)〜16日(⾦) クリスマスロビーコンサート
17時集合して準備する。 塚本Yサ委員⻑
2 12月16日(⾦) 市⺠クリスマス 牧野CS委員⻑
3 H29.3.18・19 The Y cup 京都ミニバスケットボール大会に
ついて

18日のみ屋台出店を思案。30,000円予算、委員会で検討する。広
告10,000円拠出 塚本Yサ委員⻑

4 寄付⾦拡大キャンペーンについて
ウエストの担当委員に任命された。名称は「にこにこキャンペー
ン」 安田副会⻑

京都部関係
1 2月26日（日）チャリティボウリングについて
ホストはウィングｸﾗﾌﾞ、徳義会さんを呼ぶ。 牧野CS委員⻑
2 3月5日（日）リトセンチャリティゴルフについて
ホストは洛中ｸﾗﾌﾞ、ウエストより７〜8名参加予定 塚本Yサ委員⻑
「⻄日本区関係」
1 2月4日・5日 東⻄交流会について
参加者今のところ6名程。その際東京ひがしｸﾗﾌﾞ締結20周年交流
もしたい。 中原書記

1月 ＨａｐｐｙＢｉｒｔｄａｙ
阿部和博 河合久美子 松本忠正
山本幸人 安平知史 ⽴山隆一
草野敬子メネ 渡邊榮⾥メネ
1月 H a p p y A n n i v e r s a r y
岩本敬子・清 市橋清太郎・ちさ
中原一晃・優子

２２２２００００１１１１７７７７年年年年２２２２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

1/1９ 木 三役会 19:00 京都YMCA

２/２ 木 役員会 19:00 京都YMCA

２/９ 木 第一例会（総会） 19：00 ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ&ｽﾊﾟ

2/23 日 第二例会
（TOF例会） 18:00 京都YMCA

2/1８ 土 竹林ワーク 後報 ⻄山竹林

2/2６ 日
京都部チャリティー

ボウリング大会
後報 しょうざん

ボウル

【 議 案 】 議⻑ 角谷会⻑
議案１京都ウエストワイズメンズクラブ 第３９期会⻑は林 正

章ワイズを選出することとして1月総会の議決事項とする。
承認

議案２ 次期（３８期）三役について、副会⻑：林正章ワイズ・
吉川ワイズ、書記(内部：市橋ワイズ書記（外部：岩本ワイズ

会計：⾦澤ワイズ 直前会⻑：角谷ワイズとすることとし
て1月総会の議決事項とする。 承認

議案３ クリスマス例会の会費を ゲスト・ビジター：8,000円
メネット・成人コメット：5,500円、未成年コメット・マゴメッ
ト：3,500円、コメット・マゴメット（お子様プレート）： 1,
500円 （食事なし）：無料とする。 承認

議案４ 2017年1月7日WRM合同新年例会にて市橋ワイズ紹介、
奥田 英詔 (ひさのり）氏の入会式を⾏う。配属はEMCドライ
バー委員会とする。 承認

ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ
１．リトリートセンター進入道路及び橋の工事実施について
実施期間：２０１６年１２月〜２０１７年２月（予定）
２．私とわたしの災害支援 参 加 費：３００円
日時：２０１７年１ 月１４日（土）午後２時 〜４時 場所：京都ＹＭＣ
Ａ三条本館204
３．ネパールチャリティーバザー
ネパールＹＭＣＡが運営する児童養護施設の支援のためにネパールチャ
リティーバザーを開催します。世界の料理が味わえる屋台やバザー、ネ
パール文化とふれあえるイベントも企画中です。収益⾦はネパールＹＭ
ＣＡの児童養護施設の支援のために使われます。バザーの商品のご提供
にもぜひご協⼒をお願いいたします。日時：２月５日（日）

午前11時〜午後３時 お問合せ：京都ＹＭＣＡ（ＴＥＬ）０７５－２
３１－４３８８
４．春のキャンプ・スイミング・体操 申込受付中
春のキャンプ： 京都ＹＭＣＡアウトドア事務局
（ＴＥＬ）075－231－4388
春のスイミング・体操：京都ＹＭＣＡウエルネスセンター
（ＴＥＬ）075－255－4709

２２２２００００１１１１７７７７年年年年１１１１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

12/15 木 三役会 19:00 京都YMCA

1/26 木 役員会・総会
第一例会 19:00 京都YMCA

1/7 土 第二例会
WRM合同新年例会 18:00

ANAクラウン
プラザホテル


