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「強い義務感を持とう！義務は全ての権利に伴う」
標

国際会⻑

西日本区強調月間
JWF

語

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
主題

ＪＷＦは皆様の厚意によって支えれています。個人
やクラブの記念に合わせて献金をお願い致します！
森本榮三JWF管理委員長（大阪高槻）

Tung Ming Hsiao(台湾）

”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
主題

岩本 悟（熊本にし）
「ワイズ魂で 更なるワイズの活性化を！」

京都部部⻑
主題

廣井

武司

今月の聖句
人の子は仕えられるためではなく仕えるために、また、多く

(京都プリンスクラブ）

｢子供たちの未来のために

の人の身代金として自分の命を献げるために来たのである

さぁ始めよう、ワイズの叡智と⾏動で」

マルコによる福音書大１0章４５節

会

L ove of H u m an ity

第３７代

〜人類愛〜

会長主題

⻑

副会⻑

安田繁治

書

島田博司・中原一晃

記

会 計

会計と して

角谷多喜治

河合久美子

会計

河 合久美子

過日、２月第一例会の中で行われた総会において、上半期会計中間報告の承認をいただき、誠
にありがとうございました。日頃は会費納入など迅速にご協力いただき、感謝申し上げます。上
半期は、角谷会長期の事業計画の目玉である交流事業が多数実施された点が特徴的でしたが、会
計予算より補助金を拠出させていただき、台北での国際大会、十勝クラブ40周年記念例会、九州
部会など遠方で開催の行事に、実に多くのメンバーに参加いただき、楽しい交流の時間が持たれ
ました。有意義な事業計画を実施し、会長の熱い想いを実現するためには、事前の綿密な予算計
画が極めて大切であると改めて認識した機会となりました。20年近くの私のワイズ歴の中で、Yサ
や書記、ブリテンには複数回配属されたものの、会計の役職は初めてで、会計に配属されたメンバーがこれまで様々
に苦労されてきた姿を拝見してきたため、自分に務まるか不安でした。しかしながら近年、クラブの会計業務にお
いては角谷会長の会計のプロとしての視点からの助言もいただき、会計システム利用による正確な帳簿書類の作成、
インターネットバンキング利用による迅速な振込振替など、業務が合理化・標準化されたことは画期的で、誰が役
職に就いても実務が可能となったことは喜ばしいことだと感じています。また、各事業委員長には、三か月程度を
目安に、委員会毎の予算の執行状況をお伝えし、タイムリーに現況を把握して委員会活動に活かしていただいてい
ることも意義あることと感じています。会計という役職は、目立たないけれど、クラブの中核を担う重要な役回り
であると改めて実感しているところです。下半期においては、各種献金の納入、西日本区大会関連費用や補助金拠
出、会費未納会員への対応、決算業務など、重要な案件が続きますが、漏れなく執行し、角谷会長を陰で支え、盛
り立てていきたいと考えています。引き続きメンバーの皆様の一層のご協力を何卒よろしくお願いいたします。

メンバー数

会
員
広義･功労
特別ﾒﾈｯﾄ
合

計

32名
4名
1名
37名

2月出席率100％
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ含む
1月出席率100％

第二例会(TOF)

メ
ン
広義･功労
メネット
コメット
ゲ ス ト
ビジター
合 計

第一例会(総会)

2６名
2名
１名
0名
0名
6名
35名

メ
ン
広義･功労
メネット
コメット
ゲ ス ト
ビジター
合 計

ニコニコ

ファンド

27名 前 月 累 計 98900円 前月累計
5184円
0円 ﾎﾟﾃﾄ
532295円
0名 第 二 例 会
40646円
１名 第 一 例 会 10000円 他食品
578125円
合計
０名
東北支援募⾦
2名
前月累計
5943円
0名
12月
0円
合 計
5943円
30名 累 計 108900円

2月4.5日（土・日）東西交流会

東山荘

メネット連絡員 森田直子

新装なった御殿場東山荘に於いて１０年振りに開催
された、東西交流会に参加してきました。新しい顔・
懐かしい顔と楽しいひと時でした。五分科会にわかれ
てのミーティングで東西メネット交流会に参加しまし
た。
東と西のメネット会あり方の大きな違いは
東日本区＝①メネット委員会を組織して自主的に会に
参加を希望する人。及びその趣旨に賛同した他の女性
も参加できること。②ＹＭＣＡの保育施設に絵本を贈
る運動を継続して行っていること。
西日本区＝①ワイズメンの妻は自動的にメネット会に
属すること。②国内のプロジェクトはその都度メネッ
ト事業主任が決めて、今期は自立支援学校フリースクー
ル「えすぺらんさ」へ１５０万円の支援を目標。どち
らも時代の変化で高齢化と会員減少が悩みですが、ワ
イズでの学びが自分の人生に大いに役立ち、多くのメ
ネットとの交流の輪が拡がったこと等話し合われまし
た。

とゲストの松下博司さんの紹介がありました。そして、
河合ワイズより上期会計報告（総会）が行われ承認さ
れました。各委員長から委員会報告と続き、桂ワイズ
の食前感謝の一言（以前は「祈り」だったそうです。）
がありました。
ゲストスピーカーのソムリエール杉山 代表 シニ
アソムリエ 杉山明美さんによる講演「おいしいワイ
ンの選び方」が行われました。ワインの基礎知識から
テイスティングの考え方など明日から使えそうな為に
なるお話でした。途中、ワインについてのクイズ大会
では正解者にワインがプレゼントされるという嬉しい
サプライズもありました。

2月11日（日）
ホテルグランヴィア大阪
大 阪なかのし まクラブ２ ０周年記念 例会
交流委員 森田恵三

２月１１日（日）大阪なかのしまクラブのチャーター
２０周年記念祝会が、２０年前の同日に産声を上げた
ホテルグランヴィア大阪の懐かしいパーテイー会場に
おいて盛大に開かれました。さすがに女性クラブらし
いきめ細かな気配りに満ちた雰囲気に包まれたなかで、
東西日本区交流会2月5日（2日目）
私はチャーターナイト当時を懐かしく思いだしていま
Ｙサ・ユース委員 桂 厚子
した。２５名のチャーターメンバーのうち今残ってお
られるのは８名とか、衰退傾向の日本区ワイズにあっ
昨晩の大はしゃぎから、一転して早朝ウオーキング
てはまだまだ元気あるクラブであり、女性活躍時代に
で東山湖に映る中々見られない逆さ富士を見る。日曜
あって、これからもなお成長するエネルギーを発散さ
礼拝は、十勝クラブの池田ワイズの奨励で始まり久し
れていることを感じた次第でした。開会式、記念礼拝
ぶりの清々しい時間を持った。山田公平同盟主事によ
のあとの「トーク＆ピアノミニコンサート」がこれま
る「ワイズとYMCA今後への期待」講演があり、続けて
た素晴らしく楽しい時間となりました。ドイツ生まれ
石巻の清水ワイズ、熊本にしの亀浦ワイズの被災地レ
で６歳にして「高機能自閉症」の診断を受けながら、
ポートがあった。改めて知る災害の過酷さを知った。
その後の天性を活かした努力が実って、作曲演奏家と
とにかく盛りだくさんのプログラムで勉強をさせても
して大活躍されている中村 徹さんと、お父様であっ
らったし、ずいぶんと楽しませてもらった。ペンタゴ
ンは強力で心強い上いろんなメンバーと交流が出来た。 て、多彩な指揮活動や作曲演奏者として活躍される神
戸女学院大学名誉教授中村 健さんとのピアノ連弾演
最後の締めは森田ワイズの肝いりで、三島から２１人
奏が披露されました。「発達障害を考える～音楽とと
でタクシーで押しかけ凄い行列のなか鰻重にあり付い
もに」をテーマとして、発達障害・自閉症スペクトラ
た、有名なウナギ屋さんで美味しかった！！！
ムを持つ少年が、音楽に喜びを見出し、ピアニスト、
作曲家の道を歩む過程、学校やカウンセリングでの様
2月9日（日）第一例会・総会
子、彼の抱える問題などを、父・健さんがユーモアを
EMC.DR委員 四方秀和
交えたトークをされました。このトークをはさんでの
ピアノ演奏には、音楽には極めて弱い私も思わず身を
乗り出して聞きほれていました。徹さんが真剣な連弾
演奏中に時おり見せた笑顔は、きっとお父さんとの呼
吸が合って、むつかしいところをうまく弾けたときに
思わず洩れた喜びの微笑みだったのだろうと察してい
ます。ピアノ演奏のあとは祝宴となり、大阪ＹＭＣＡ
インターナショナルスクール１５周年記念事業への記
念寄付の贈呈もあり、恒例のＹＭＣＡソングをもって
柔らかくあったかい祝宴は閉幕したのでした。ウエス
2月9日（木）PM7:00～京都ロイヤルホテル＆スパに
トからの出席は桂・岩本・河合・森田の４名でした。
て2月第一例会（通算796回例会）が行われました。会
長挨拶から始まり、ゲストスピーカーの杉山明美さん

には本人はただ、びっくりするしかないでしょう。メ
ンバーはとにかく笑って祝福していました。
三条YMCA
ブリテン委員長 佐治幹生
参加者：角谷会長ファミリー、安田副会長、牧野委員
2月23日TOF例会が京都三条ＹＭＣＡで行われました。 長、桂ファミリー、鈴木、山本、福田、徳義会の皆様
最初は、TOF？例会と言うのは何の事かわからなかっ 方でした。ご参加された皆様、どうもお疲れ様でした。
たですが、Time Of Fast（断食の時）の略でした。
内容としては、何時もの例会とは違い、食事を抜いて
クラブ非公認 スキ ー部発足！第一回合宿
その費用を献金する！と言う事で、考え直して振り返
2月11・12日（土日） スキー部 市橋清太郎
れば、毎年、断食の例会があるなぁ～！と思い自分の
京都ウエストでは藤居アニキを筆頭にスキー・スノ
中で、TOF例会を理解致しました。ゲストスピーカー
と致しまして、公益社団法人 アジア保険研究所の主 ボ愛好家が結構おられ、前々から一度みんなで行こう
任主事であります中島隆宏様より～「アジアの人々の という話が出ていましたが、なかなか具体化せず…し
健康」～について講演頂きました。講演の中で、心に かし遂に実現しました！島田さんが最近、息子さんと
響いたのはマザーテレサの話しで、自分自身と照らし いっしょにスノボに再ハマリ中ということで、島田さ
合わせると何て素晴らしい人物でとうてい真似できな んを中心にトントンと計画が進行し、藤居アニキのご
いと自分自身の未熟さを痛感致しました。頭では、理 厚意で念願の信州の別荘にてスキー合宿をしました。
解をしている状態ではありますが、まさしく中島様も メンバーは藤居さん、島田さんとこの日の為に用具一
お話しされていた傍観でしかなく、共感出来る自分に 式新調した安平さん、市橋＆息子の5名で決定しかけ
は程遠く感じました。しかしながら、TOF例会を通じ ましたが、途中参加でもやっぱり行きたい！と塚本さ
て世間のお役に微力ながら協力出来ている事にも気付 ん、渡邉さんも加わり、総勢７名となりました。目的
きワイズの素晴らしさにも再認識致しました。もとも のスキー場はふもとでも標高の高いエコーバレースキー
と、自分は食に興味がなく食べない日もありますが、 場で天気はよくとも極寒でした。スキー場からほど近
同じ食べないなら、今までとはちが、色んな事を考え い別荘に夜中到着した時は、－１５℃！無人の別荘は
られるようになれる様な（笑）その他は、ウイングク 外の気温と同じなので、全てが凍てついていて、まず
ラブの周年のＰＲやCSの献金の説明が行われ有意義な はそれを溶かすところからスタート。凍ったらまずい
時間を過ごせました。何時も例会を段取りして頂いて ものは冷蔵庫で保管！という経験したことのない常識
に一同びっくりです。
いるドライバー委員会の皆様、有難うございました。
さて、肝心のスキーの腕前はスキー組は藤居さん、
渡邉さん、市橋親子、スノボは島田さん、安平さん、
塚本さんで、藤居さんはもちろんですが、みなさん上
手でした！安平さんのとっても慎重なすべりが印象的
でした。
夕食は博多華味鳥の鍋セットをお取り寄せ、王将の
生餃子、道すがらのコンビニのコロッケなどを買占め、
ビールに地酒の熱燗でおおいに楽しんだのは言うまで
2月26日（木）京都部チャリティーボウリング もありません！おっさんばっかりで行っても楽しいも
しょうざんボウル EMC/DR委員 福田英生
んですね～！
しょうざんボウルに着いて、まず驚いたのは来店者
が非常に多いことでした。ワイズの大会なので多少は
予想していましたが、まさかの満車に近い状態でした。
少し遅くなり、メンバーと合流したのがスタート間近
で、何回かご連絡も頂いていたようです。すみません。
ウエストは全部で3レーンで、徳義会の参加者5名が其々
に振り分けられて入って頂きました。それでは対戦結
果をご報告したいと思います。皆さん、驚いてくださ
い。何とウエストクラブは総合で第3位の入賞に輝き
ました。おめでとうございます! もちろん殊勲者は
誰かは想像できるでしょうね。続いて会長対抗トーナ
メントでもウエスト角谷会長が準決勝まで勝ち抜かれ
ました。頼りになる会長の馬力を見せてもらいました。
さらに驚いてください。牧野委員長と徳義会・西田先
生が飛び賞という離れ業を成し遂げられました。これ

2月23日（木）ＴＯＦ例会（第二例会）

2月役員会議事録

ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ

司会 島田書記

議事録制作者：牧野万⾥子 地域奉仕・環境委員⻑

〔報告事項〕
1 1月31日必着の国際選挙の投票について
角谷会⻑
角谷会⻑がメールにて投票済み
2 2月4日・5日 東⻄交流会について
岩本交流委員⻑
角谷会⻑、河合会計、岩本交流委員⻑、桂ワイズ、
森田ワイズ、森田メネット、６名で参加分科会などのプログ
ラムに参加し、夜は東京ひがしクラブとＤＢＣ交流会を予定。
3 2月9日（木）第一例会（総会：上半期 会計報告）について
河合会計・澤田ＤＲ委員
例会の最初に、総会：上半期の会計報告を開催。食事とワインの
試飲の後は、ゲストスピーカー、杉山氏のワインに関する講演
4 2月11日（土・祝）開催予定竹林ワークについて
牧野ＣＳ委員⻑
４月の筍堀イベントの準備、近隣への案内チラシの配布などを⾏
う必要があるため、２月は中止して、３月２５日（土）に変更。
5 2月23日（木）ＴＯＦ例会について
牧野ＣＳ委員⻑
ゲストスピーカーは公益財団法人アジア保健研修所 主任主事
中島隆宏氏。講師への謝礼１万円、交通費１万円を地域奉仕予
算より拠出。例会終了後は、居酒屋⻯馬にて懇親会を開催。
6 3月18日（土）〜19日（日）次期会⻑・主査研修会
安田次期会⻑・塚本次期EMC主査
新大阪コロナホテルで開催。安田次期会⻑、塚本次期ＥＭＣ主
査が参加。
7 3月15日（水）締め切りの各種献⾦について
河合会計
余裕を持って、３月１０日頃までに河合会計より⻄日本区へ送
⾦。前期半年報前期の在籍人数（３３名分）で１００％達成で
あるが、現在籍人数（３５名分）を献⾦。
8 6月24日（土）引継例会のＰＴ委員⻑について
澤田ＤＲ委員⻑
ＰＴ委員⻑は市橋ワイズに決定。
9 後期クラブ会費について
河合会計
メンバーへ早期の納入をお願いする。
10 たんかんファンドについて
山本ファンド委員⻑
２月１０日（⾦）が締め切り、現時点で約２５箱受注。
引渡しは２月２０頃の予定。
〔協議事項〕
1 竹林事業の今後について
・基本的には年２回のイベントとその準備として２回のワーク、
年４回ほどの活動としてはどうか。
・特にＰＴは⽴ち上げず、ＣＳ委員会の事業として、無理のない
て範囲で継続してはどうか。
・竹林事業の今後についてメンバーの意⾒交換の時間を設けては
どうか。、
〔他クラブ関係〕
1 ２月１１日（土）大阪なかのしまクラブ記念例会
河合会計、岩本交流委員⻑、桂ワイズ、森田ワイズ、４名参加
〔ＹＭＣＡ関係〕
1 2月5日（日）ネパールチャリティバザーについて
塚本Yサ委員⻑
ウエストクラブとしては特にサポートはしない。新聞記事の反
響があり、一般市⺠から多くのバザー商品が寄贈されている。
2 3月10日（⾦）YMCA創⽴126周年会員集会について
塚本Yサ委員⻑
今のところＹＭＣＡからの案内は届いていない。
3 3月12日（日）YMCAリーダー祝会について
塚本Yサ委員⻑
角谷会⻑参加予定。ウエストより例年通りお祝い⾦を贈呈する
4 3.18・19 The Y cup 京都ミニバスケットボール大会について
塚本Yサ委員⻑
ジャンボ餃子の食品屋台を出店サポートする。
〔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
牧野ＣＳ委員⻑
ウエスト７名、徳義会５名、参加予定。
2 3月5日（日）リトセンチャリティゴルフについて
塚本Yサ委員⻑
既に数名のメンバーから参加表明があり、近日中に参加者決定の
予定。
〔⻄日本区関係〕
1 6/10-11（前夜祭9日） 第20回 ⻄日本区大会について
（懇親会場所：ホテル日航熊本）
角谷会⻑
⻄日本区大会予算の他、一泊例会費、交流旅費、他クラブ訪問
費などの項目から補助を予定。後日、メンバーに出欠確認。

１．第13回インターナショナル・チャリティーラン参加・協賛・ボランティ
ア申込開始
3月6日(月)より申込受付を開始。ご協力よろしくお願いします。
２．第２８回全国車いす駅伝競走大会
日時 2017年3月12日（日）午前8時 ～ 午後2時（雨天決行）
場所(集合)宝ヶ池グランドプリンスホテル１階ロビー（解散）西京
極競技場
３．第４回Ｔｈｅ Ｙ ｃｕｐ京都ミニバスケットボール大会
日時 2017年3月18日（土）19日（日） 午前8時45分 ～ 午
後5時まで
会場 京都市横大路運動公園体育館
４．総主事就退任式 ［就退任式］日時：2017年3月20日（月・
祝）午後2時 （受付：午後1時30）場所：ウィングス京都 イベントホー
ル
［感謝と励ましの会／茶話会］
日時：2017年3月20日（月・祝）午後4時 ～ 5時30分（受付：
午後3時30～）
場所：京都ＹＭＣＡ三条本館
＊すべてのお問い合わせは京都ＹＭＣＡまでお願いいたします。
(TEL)075－231－4388(FAX)075-251-0970
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３月 Hａｐｐｙ Ｂｉｒｔhｄａｙ
安田繁治
岩本敬子 角谷多喜治 市橋清太郎
森田直子メネ 福田仁美メネ 中原優子メネ
３月 Happy Anniversary
林正章・芳美

夜桜フェスタ
（第一例会）

茂山智廣

森田恵三

京都ロイヤル
ホテル&スパ
三田

