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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

一年を振り返り、出来た事はクラブをメンバーを自分を

大いに褒めて下さい。出来なかった事は記録にまとめ、次年

度に活かしましょう！。次年度役員の方は綿密名計画を作り

ましょう！ 岩岩岩岩本本本本悟悟悟悟 理理理理事事事事（（（（熊熊熊熊本本本本ににににしししし））））
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Love of Humanity

〜人類愛〜

2５名
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２名
0名
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2３名
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前 月 累 計
第 二 例 会
第 一 例 会

77270円
5000円

0円

会 員
広義･功労
特別ﾒﾈｯ ﾄ

４月出席率97％
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ含む

５月出席率100％ ３５名 2４名 82270円

30名
4名
1名
35名

メンバー数

メ ン
広義･功労
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
他食品
合計

あらためて、一年を振り返ると…各例会やワーク・各委員会・役員会・三役会等、記

憶に残っているのはメンバーの皆様の素晴らしい笑顔で、只々「会長職」を楽しませて

頂いたという気持ちでいっぱいです。

会運営にご尽力頂きました三役の皆様を始め、各委員長の皆様、そして積極的にご参

加頂きましたメンバーの皆様には本当に感謝申し上げます。自分自身が会長職を全う出

来たかどうかは別としまして、メンバーの一員としてのワイズ活動は、ご一緒させて頂

きましたメンバーの影響を多分に受け、色々な場面で私自身の力となったことを実感し

ております。この一年間で、ウエストメンバーにご承認頂きました事業計画案・予算に基づいて様々な交流の機会

を体験させて頂きました。素晴らしいワイズメンの皆様に出会う度…「この原動力は何なのか」を考えさせられま

した。また、京都ウエストメンバーの皆様との数々の活動の中でも、明るく楽しく誠実にそして、時には羽目を外

しながらご一緒出来たことは、私にとっての財産となり仕事・プライベートにおいての原動力になりました。

新しいメンバーを迎え、これからも京都ウエストクラブは理想的なクラブとして発展していくことと思います。

その中で、この会長経験を少しでも活かしながら次世代の京都ウエストメンバーとしてクラブワークを楽しみたい

と思います。最後に、この一年間、何度か一緒に参加して楽しんだ我が子供達とお互い忙しい中でスケジュールを

優先してくれた奥様そして父・母不在の為、広島から毎月足を運んで頂いたおばあちゃんに心から感謝して、「一

年の振り返り」とさせて頂きます。本当に皆様ありがとうございました。

角谷多喜治
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河合久美子
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今今今今月月月月のののの聖聖聖聖句句句句

一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの

部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。
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役員会の内容は、議事録にあげていますので写

のみ載せております。

５月２１日に第13回京都ＹＭＣＡインターナショ

ナル・チャリティーラン2017 in かもがわが開催さ

れました。当日は天候に恵まれましたが、かなりの

高温で病人が気がかりでしたが、大きな事故もなく、

無事に終了しました。在京ワイズメンズクラブから

の運営補助・競技スタッフの派遣や屋台出店もあり、

楽しいイベントとなりました。

一般駅伝や小学生駅伝等、148チームで608名の参加

者がありました。

我がウエストクラブはエントリーの受付を担当し、

長年の経験のあるベテランメンバーの活躍により、

スムーズにこなすことができ、後は他クラブの皆さ

んとの交流やイベントを楽しむことができました。

みなさん、お疲れ様でした。

写真：クオーターランを力走する塚本ワイズ！

5月25日、5月第二例会が開催されました。角谷会長

期残すところあと3回となった今例会では、ゲストス

ピーカーとして元海上保安官の一色正春氏をお招き

し、講演をして頂きました。一色正春氏と言えば、

例の「尖閣諸島中国漁船の衝突映像」で時の人とな

り、これまでのゲストスピーカーの中でも屈指の著

名人です。またそれに伴い、たくさんのゲストの方

にもお越し頂きました。講演では、尖閣諸島をはじ

め日本を取り巻く領土問題を軸にお話し頂き、また

裏話とも言える真実もお話し頂きました。お題がお

題なだけに、少なくとも僕が見た例会の中でも一番

真剣な空気が流れていた様に思います。その中でも

印象に残っているのは、日本の教育では日本の国土

について教える事がほとんど無いという事でした。

自分を振り返っても確かにと思い、当たり前の教育

の大切さを改めて痛感した次第です。

一色様、またお越し頂きましたゲストの皆様、あり

がとうございました。

最後に少し早いですが、角谷会長、一年間お疲れ様

でした。感謝。

京都YMCAにて次期安田会長期の役員研修会が行わ

れました。

次期書記として、側で見る安田次期会長はやっぱり

緊張感が漂っておられます。お仕事では社長として

堂々と振る舞われてるでしょうし、社会人ではベテ

ランの域であろう安田ワイズが、ことワイズの会長

となると、重圧を感じられているのを見ると、京都

ウエストの会長職がいかに名誉職であることを再認

識させられ、またそんな緊張している安田次期会長

が(失礼な言い方ですが)"可愛く"感じます(笑)

さて、役員研修会には胡内ワイズの地域奉仕委員長

代理出席を含め、全ての委員長とメネット連絡員に

ご出席頂き、大半が研修会経験者ということもあり、

スムーズに進行し、充実した研修会となりました。

毎年のこの研修会でいよいよ次期が始まる感じがし

ます。間もなく委員会配属も発表さますが、各委員

長のもと、宜しくお願い致します。
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14 来期広義会員申請の件
中原書記

茂山ワイズ、大⻄ワイズ、2名中原外部書記より確認中
15 各委員会報告
山本ファンド委員⻑から、玉ねぎが桂ワイズの事務所に
届いているため取りに⾏って
河合会計から、⻄日本区の代⾦の支払いをしてください。
5月中です。

〔京都部関係〕
塚本次期ＥＭＣ主査

会員数期首484名から519名となった。福知山Ｙｓが4名
になった、解散危機あり。部⻑公式訪問は8件回る予定、
ＹｓＤＡＹ詳細はまだ。次々期の理事5/25の緊急会議で
決定する。

〔協議事項〕
松本ワイズ退会の件が角谷会⻑からありました、退会承
認となりました。Ｈ29.6.30をもっての退会、体調崩し71
歳の年になり地域への貢献を⾏いたい。引継例会に来てい
ただき⽼をみんなでねぎらう、できれば息子さんの参加を
促す。

〔議案〕 無し

〔他クラブ関係〕

〔YMCA関係〕

【⻄日本区関係】
角谷会⻑

6/10〜11（前夜祭は9日） ウエストは30名参加会場運営
は熊本⻄が中心、会場と懇親会会場が違うため移動を伴い
ます、交流は6/11ＤＢＣ参加ホテル日航で会費は4500円

6/10一日目は大会が終わると熊本市内で熊本⻄と二次会が
⾏われます場所は馬桜。熊本⻄の岡本交流委員⻑から、会
費3500円飲み放題(熊本銀座通り馬桜）
岩本悟理事へのお礼でＤＢＣ3クラブから1万×３＝3万円を
6/11に渡す予定

ワイズ将来構想委員会から 森田ワイズ
①元理事との懇談を⾏います
②ＥＭＣ、ＣＳ、＝ＬＤ委員会(元主任）
③Ｙサについて
④アンケートを84クラブから集計、148項目と意⾒14項目
を集めました30％の回答率でした。京都部は強いがよそ
が弱い、今後小さなクラブは合併という意⾒も出ています。

５月役員会議事録 司会 島田書記
議事録制作者：澤田⻑利ドライバー 委員⻑

〔報告事項〕
１ 4/15（土）彦根シャトークラブ35周年記念例会報告

桂ワイズ
全体参加者142名、ウエストからは角谷会⻑、森田、岩本河
合、桂計5名が参加ＤＢＣ先伊東クラブより大漁旗の交換が
⾏われた、会場はオールディーズの会場であった。

２ 4/16(日）４月第一例会夜桜フェスタ報告
塚本Ｙサ委員⻑

14時からケンキョウシキが⾏われ、ﾘﾄｾﾝに大型バスが入れる
こととなった、夜桜フェスタはウェストクラブ合計27名
（大人23名子供4名）参加クラブでは最多人数となった、
用意したジャンボ餃子170食は完売、桜は咲いていなかっ
たが楽しいフェスタでした。

３ 4/23（日）タケノコ堀りＢＢＱ大会報告
牧野ＣＳ委員⻑

メンバービジター合わせて約60名の参加となった大阪⻄から
も3名参加、しかしタケノコが出てなく、近隣の方からタケ
ノコ堀の場所を提供して頂き、何とかタケノコ堀体験はで
きた、イベントとしては大盛況でした、今後タケ
ノコ掘りの道具の追加が必要ではないかとの報告でした、6
月にワークがあります。

４ 4/27（木）月第二例会Ｙサ例会報告
塚本Ｙサ委員⻑

阿部主事にお願いして10年後のＹＭＣＡの予測と対策の講義
を受けました。

５ 4/28(⾦）ＹＹＹフォーラム報告
安田副会⻑

14クラブ40名とシスクイン10名合計50名でのフォーラム開
催。テーマとしては「ＹＭＣＡブランディングを考える」
太田主事の講演で、どの方向へ進んでいくか、ＹＭＣＡの
ブランド構築を進めなければならない、2015年よりのとり
組でブランドコンセプトが⾒えてきた、今後はコンセプト
をもとに作り上げていく方向とのこと。

６ 4/29(土）木器窯スプリングフェスタ報告
岩本交流委員⻑

ウェストからは参加者大人9名コメット2名合計11名の参加
で開催、東京⻄、神⼾⻄、大阪⻄が集まり⾏われた、開催
場所のたなか先生は続けたいとの意思があるが奥様の意向
で今回が最後となった受け入れ側の準備が大変とのこと。
森田ワイズから、今後イベントが一つ無くなるので大阪⻄
からウェスト管理の竹林での開催を考えてくれないかと打
診があった。

７ 5/8(月）京都部次期Ｙサ懇談会報告
福田次期Ｙサ委員⻑

岩本外部書記と参加、参加者は39名、加藤主事・竹園次期部
⻑も参加されました。三条ＹＭＣＡが半年間工事に入るた
め会場の問題が発生。新しい三条ＹＭＣＡでは保育所も計
画されている。安田次期会⻑の元来年度もﾘﾄｾﾝでのカレー
作り合宿を8/26(土）〜8/27(日）で⾏う予定

８ 5/21（日）YMCAインターナショナルチャリティーラン
塚本Ｙサ委員⻑

今回徳義会の子供さんが３名と少ないのでメンバーにできる
だけ来てほしい（チケットがあまっているため）参加者8名
から10名は来てほしい。当日はウェスト持ち分受付「クォー
ター部門」のためとうじつ7：30に集合、それが終われば
屋台を楽しんでいただきたい。受付は⿊のＴシャツで統一
する。

９ 5/25（木）第二例会について
澤田ＤＲ委員⻑

今回はゲストスピーカーに一色正春様を迎えての講演例会と
なります、来期のメンバー増強に繋げるために、ゲストさ
ん大募集、声かけよろしくお願いいたします。

10 5/27(土）ウェスト次期役員研修会・懇親会について
安田次期会⻑

第38期次期役員会開催5/27（土）15時〜19時まで、懇親会
ありです。
11 6/15(木）公開役員会件総会（次期事業計画及び会計計
画案承認）について

安田次期会⻑
予算案総会を6/15に⾏いますとのこと。
12 6/24（土）引継例会について

市橋ＰＴ委員⻑
シナリオは順調に進んでいます。昨年に引き続き東京東には
ぜひとも参加をしていただきたい。

13 安田期ホームページについて
角谷会⻑

7/1から新規安田期のホームページが林茂ワイズの協⼒のも
と変わるとのこと。新機能は写真を上げたりも可能となる、
林茂ワイズに勉強会を開催してもらう予定。

６月 Hａｐｐｙ Ｂｉｒｔhｄａｙ

渡邊昌嗣 佐治幹生

島田博司 山田麻紀夫

草野功一 塚本勝己

中野かおる

６月 Happy Anniversary

吉川忠・香絵

島田博司・由美子
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日本画家・坂井昇氏（京都ＹＭＣＡ維持会員Ｂ／京都

洛中ワイズメンズクラブ所属）を講師に、ヨーロッパ

の有名美術館の作品を検証し、西洋美術の作品に描か

れている世界をわかりやすく、聖書などの逸話を交え

てお話しします。西洋美術入門講座の第２弾です。ぜ

ひご参加ください。

日 時： ６月８日（木）午後７時～８時

場 所： 京都ＹＭＣＡ三条本館２０４号室

２２２２．．．．ホホホホタタタタルルルルのののの夕夕夕夕べべべべ

バーベキューをしながら、リトリートセンターのホタ

ルを鑑賞して初夏の夕べを楽しみましょう！

日時： ①６月１６日（金）午後７時～

②６月１７日（土）午後７時～

場所： 京都ＹＭＣＡリトリートセンター

参加費： 大人（中学生以上）２，０００円 / 小学

生 １，５００円 / 幼児 無料※参加費は当日、リ

トリートセンターにてお支払いください。お申込み締

切：６月１３日（火）

お問合せ･お申込み：京都YMCAリトリートセンター事

務局

（ＴＥＬ）０７５-２３１-４３８８/

（ＦＡＸ）０７５-２５１-０９７０

（Ｅ－ｍａｉｌ）ritcen@kyotoymca.org

３３３３．．．．代代代代議議議議員員員員会会会会、、、、第第第第６６６６回回回回会会会会員員員員協協協協議議議議会会会会

京都ＹＭＣＡにつながる普通会員（維持会員、基本

会員）が参加し京都ＹＭＣＡの活動について確認し、

ＹＭＣＡ運動を広げていくための場として、第６回会

員協議会を開催します。また、会員協議会に先立ち、

事業・決算報告、情報共有の場として代議員会を開催

いたします。

日時：６月２３日（金）

①午後６時５０分～７時２０分：代議員会

②午後７時３０分～９時：会員協議会

場所： 京都ＹＭＣＡ地階マナホール

内容： ①代議員会：２０１６年度事業報告・決算報

告、２０１７年度事業計画・収支予算

②会員協議会： ＹＭＣＡの新しいロゴマー

クとブラントスローガンを発表し、ブランドコンセプ

トについての理解を深める機会とします。また、1年

間にご奉仕いただいた活動に感謝し、今後の京都ＹＭ

ＣＡについて共に考えるときとします。

お申込み：①当日、午後６時４５分までにお越しくだ

さい。②ご出席はＥ-ｍａｉｌまたはＦＡＸにてお知

らせください。

（Ｅ－ｍａｉｌ）kyoto@ymcajapan.org/

（ＦＡＸ）０７５-２５１-０９７０

5555月月月月11110000日日日日((((水水水水))))京京京京都都都都トトトトゥゥゥゥビビビビーーーーククククララララブブブブメメメメネネネネッッッットトトト例例例例会会会会

にににに参参参参加加加加ししししてててて

京京京京都都都都AAAANNNNAAAAホホホホテテテテルルルル ブブブブリリリリテテテテンンンン委委委委員員員員 金金金金澤澤澤澤典典典典子子子子

京都トゥビークラブの國本メネット様より御連絡い

ただき、ダンス例会をしたいのでお手伝い下さいとの

依頼を受けました。当日はスタッフの和田香・京都ク

ラブの倉田正昭ワイズ、お弟子さんの立花あき子さん

の４名で参加致しました。安井基晃会長挨拶から始ま

り、お食事をいただき、安井メネット会長のご挨拶で

ダンスのお時間です。始めに私と和田がジルバ＆ジャ

イブを踊り、倉田先生・立花さんペアのサルサを披露、

最後に私と和田でチャチャチャを踊りました。まずは

皆さんとマンボで身体慣らしです。メネットさん達が

頑張って作られたテープを引いてペアを決めます。男

女比が有るので、ペアになれた方以外は男性どうしも

（笑）皆さん年齢層が若いせいか覚えるのも早く、と

てもスムーズです。これならと、男女にわかれてもら

いジルバの練習です。なかなか覚えも良く、少しの時

間でしたが軽快な動きでした。最後まで楽しそうな声

が聞こえてきて、私達もとても楽しませていただきま

した。例会が終わってからもホテルの二次会も参加さ

せていただき、三次会へと盛り上がりました。

今回貴重な例会にお誘いいただいて本

当に感謝致しました。前回のエイブル

クラブさんに続き、皆様と交流を持て

た事を有難く思います。 トゥビーク

ラブの皆様本当に有難うございました。

２２２２００００１１１１７７７７年年年年７７７７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

7/6 木 三役会 19:30 京都YMCA

7/13 木 第一例会
（総会・ｵｰﾌﾟﾝ役員会）

19:00 京都YMCA

7/9 日 サバエワーク 後報 YMCAｻﾊﾞｴｷｬﾝﾌﾟ

7/27 木 第二例会
キックオフ例会 19:00

京都ロイヤル
ホテル&スパ

２２２２００００１１１１７７７７年年年年６６６６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

6/1 木 新旧合同三役会 19:00 京都YMCA

6/1５ 木 第一例会（新旧）
（総会・公開役員会）

19:00 京都YMCA

6/10
11

土
日

⻄日本区大会
（熊本） 後報

菊池市文化会館
他ﾟ

6/24 木 第二例会
引継例会 18:00

京都ロイヤル
ホテル&スパ


