
「強い義務感を持とう！義務は全ての権利に伴う」
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国際会長 Henry Grindheim (ノルウエー)
主題 ”Let Us Walk in the Light – Together”
「ともに、光の中を歩もう」(国境なき友情)

アジア地域会長 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」

西日本区理事 大野 勉（神戸ポートクラブ）
主題 2022年に向けて「心身の健康づくりから、クラブの

健康づくりへ」 Healthy mind & healthy
body make healthy club

京都部部長 竹園 憲二司 (京都ZEROクラブ）
主題 “Ａｌｌ Ｈａｎｄｓ ｏｎ Ｄｅｃｋ ！”

標 語

「各クラブでメネット例会を企画し、メネットの参加を促しましょ

う。国内プロジェクトへの理解を深めましょう！

中道京子メネット事業主任 （神戸）

西日本区強調月間

第３８代

会長主題

Ready to fly

一歩前進と調和 皆さんと共に
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前月累計 11,000円
第一例会
第二例会 12,000円

会 員
広義･功労
特別ﾒﾈｯﾄ

７月出席率96.7％
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ含む

８月出席率100％ 21名 ４６名

31名
3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

ワイズに入会したのが28歳でしたので15年が過ぎました。5年前に会長を経験してその前後か

ら大きくワイズに対する思いや楽しみ方が変わりました。今も昔も会員増強を唱えゲストのお

誘いをみなさんにお願いする訳ですが入会して数年間は「何がおもろいかわからんのに、どう

やって人を誘うの？」という感じでした。少しずつクラブの仲間とわいわいやっているのが楽

しくなってきた頃に「限られた時間なのだからいっしょに活動して楽しい人を誘おう」という

考えになりました。次のステップで会長を経験する前後くらいから、日々の行事に加え、他ク

ラブの行事や海外との姉妹クラブとの交流会、アジア大会などに参加するようになってだいぶ

ワイズの事がわかってきて活動の楽しさを感じるようになりました。そして活動を通じて自分

が少しずつ成長しそれが仕事人としても家庭の親としても生かされていることに気づきました。なので最近では「こ

んなに充実した毎日を過ごせる会をもっと教えてあげよう誘ってあげよう」と言う感じになり、その誘いに応じない

人に対して「せっかく誘ってあげてるのに、もったいないな」とやや上から目線で「もう誘ってあげへんで」という

強気の勧誘になってきてます(笑)。この感覚をまだ入会して浅いメンバーの皆さまにも味わってほしいですし、それ

までとにかく続けてみてほしいです。ぼくはそれがわかるのに非常に時間がかかりました。入会時の年齢が周りより

若かったことや、ちょっと引いて見ていたのが原因だと思います。なので早くわかるようになるには、とにかく参加

してみることだと思います。面白そうでなくても、やってみることをお勧めします。文句はやってからです。面白そ

うだったら絶対やってみるべきです。今クラブはとても活気に溢れよい雰囲気です。国内外問わず他クラブとの交流

も活発です。クラブ40周年に向けて、更にみんなが楽しめるクラブでありたいです。

円
円
円
円

前月累計
8月
合 計

円
円
円

東北支援募金

Menettes

第二例会(納涼例会)

メ ン
広義･功労
メ ネ ッ ト
コ メ ッ ト
ゲ ス ト
ビ ジ タ ー

今月の聖句

心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの

神である主を愛しなさい、また、隣人を自分のように愛しなさい。

ルカによる福音書 第10章27節

会 長 安田 繁治
副会長 林正章・吉川忠
書 記 市橋清太郞・岩本 敬子
会 計 金澤 典子

ワイズ活動の楽しさについて 書記 市橋清太郎



7月30日（曇り

時々雨）洛中ク

ラブ坂井ワイズ

が大会の理事を

されている、鈴

鹿8耐を洛中クラ

ブ直前会長竹山

ワイズ・市橋書

記と私の三人で観戦に行ってきました。 当日は決

勝レースで凄い爆音と速さで圧倒されました。直線

コースでは250㎞/h以上は出し、第一コーナーでは80

㎞/hまで減速の繰り返しで二人のライダーの交代制

で8時間を走りぬくのは精神力の勝負でもあるのだろ

うと思い、ただただ関心していました。そして坂井

ワイズの計らいでピットのバックヤードやオフィシャ

ル・オンリーの階にも入れて頂きました。沢山の方々

がそのレースに携わっているのに驚きと感動であり

ました。機会があれば来年も行きたいとおもいます。

8月10日定刻通り役員会が開催されました。内容は、

議事録があるので割愛しますが、市橋書記に代わり

私こと「ハヤシ（マサ）」が司会であります。

＜見る＞と＜やる＞では大違いで、なかなか思うと

おりに進められませんでした。様々な報告事項・協

議事項もあり、おまけに角谷期の〆である総会まで

トライアングルの話ではそこそこ盛り上がるし(笑

「総会の時間が無いやん」と思いつつ、話も途切れ

ないので無理矢理終わらせていまいました！！

つたない司会でしたが、自分としては大変楽しい時

間を過ごしました。また機会があればお願いします。

東京深川水掛祭り報告（第１日目）

8月12日(土)～13日(日)、３年に一度行われる東京

深川・富岡八幡宮の例大祭「深川水掛祭り」にウエ

ストから14名が参加。お祭りの前夜、お世話いただ

く東京ひがしクラブとのDBC交流会が開催されました。

12日夕刻、東京駅に現地集合し、東陽町のホテルに

チェックインした後、都営バスとゆりかもめを乗り

継いで交流会会場へ。道中、移転問題で話題の豊洲

新市場の敷地を車窓に見ながら、江東区有明にある

タワーマンション「オリゾンマーレ有明」27階ラウ

ンジバーへ到着すると、東京ひがしの皆さんが温か

く出迎えて下さいました。金丸・安田両会長の挨拶

の後、森田ワイズの乾杯で交流会が始まり、高層ビ

ルの林立する大都会の素晴らしい夜景を眺めながら、

お料理とお酒と交流を心ゆくまで楽しみました。グ

ループ対抗の愉快なクイズのアトラクション、お祭

り本番で使用できる便利なポシェットのプレゼント

など、心のこもったおもてなしをいただいたことに

感謝です。東京ひがしの飯田副会長から翌日の神輿

渡御についてインフォメーションが行われ、交流会

は終了、東陽町に戻り「すしざんまい」で軽く飲ん

だ後、解散となりました。明日はいよいよ水掛祭り

の本番です。

東京水掛祭り東京東クラブDBC交流「東京深川八幡

祭り2017年 本祭り」我がクラブのDBC先であります

東京東クラブとのDBC交流の一つであります東京深川

八幡祭り！！こちらは江戸の三大祭の１つと言われ

ています。因みに他の２つは神田祭と山王祭とのこ

とです。東京深川八幡祭り（３年に一度の本祭り）

は通称水懸け祭りと呼ばれお神輿を担ぐ人たちに豪

快に水をかけまくることで有名です。 特に終盤の永

代橋を渡り切ったところから始まる豪快な水かけ

「お水いかがですか？」の一件優しそうなフレーズ

の看板の後一斉にバケツで大量のお水がお神輿とそ

れを担ぐ人達にその後も消防車からの放水等どっぷ

りお水を堪能出来ます。観衆も含めて約50万とも言

われているこのお祭りに京都ウエスト選抜メンバー1

4名で参加してきました。次回三年後も！！東京クラ

ブの皆様との交流を更に深め選ばれしお神輿担ぎに！！

是非京都ウエストをお願い致します。参加者:安田会

長､市橋Y､塚本Y､安平Y､安平コメ､安平コメ友人(野口

さん)､河合Y､森田Y､岩本Y､山田Y､山田コメ(甥)胡内Y､

福田メネ､角谷でした。

8月19日(土)長岡の竹林で恒例の流しソーメンを開催

しました。ウエストメンバーは9時集合で早速準備に

取り掛かり流しソーメンの土台作り(事前に中原ワイ

ズが竹を準備してくれてました)を安田会長主導に行

い平安徳義会さんには箸作りに取掛かり(東前さんが

事前に準備をしてくれていた)紙ペーパーで箸の先端

を磨いて完成です。それといつも草刈でお世話になっ

ていますグローバルクラブの赤松ワイズに斜面のぼ

うぼうの草を刈ってもらいました。他クラブのメン

バーですが毎回本当に頭が下がる思いです。その日

８月１０日（木）役員会報告
副会長 林正章

７月３０日（日）鈴鹿８耐ｵｰﾄﾊﾞｲﾚｰｽ
会長 安田繁治

８月１９日(土)竹林流しソーメンワーク
地域奉仕環境委員長 加藤秀行

８月１２日(土) 東京東ｸﾗﾌﾞDBC交流
東京深川八幡祭り(1) 交流委員長 河合久美子

８月１３日(日) 東京東ｸﾗﾌﾞDBC交流
東京深川八幡祭り(2) 直前会長 角谷多喜治



はやぶ蚊が多く蚊取り線香を各自に配って対応しソー

メンを湯がき、午前10時30分より流しソーメンをは

じめました。幸い天気もよかったですが風がなく蒸

し暑い日でしたが子供たちも流しソーメンを楽しん

でいました。ソーメンは60束用意したのですが少し

多かったと感じましたが参加人数かける2束で丁度

だと思います。大阪西クラブの畠平ワイズご夫妻に

はいつもおいしい鶴橋キムチを持参していただき皆

さんでおいしくいただきました。感謝、感謝

12時30分にお開きとなりました。

参加者:ウエスト13名､安徳義会8名､ビジター1名､ゲ

スト1名､西日本区より山川Ｙサユース事業主任､大

阪西の畠平ご夫妻の合計26名の参加でした。

ウエスト8月第二例会は,焼き肉の弘 木屋町店に

て川床という京都の夏を最高に楽しむことができる

素晴らしい例会となりました。ゲストの方も16名と

いう多く方の御参加をいただくことができ、心に鴨

川で凉を、胃袋にはおいしい焼き肉をいただくこと

ができ、文字通り、46名の皆様で心と体が一緒に喜

ぶ時間を過ごすことができました。今回来られたゲ

ストの方と一緒に楽しめるよう、塚本委員が出席者

の方へ様々な質問をインタビューしてまわり、これ

も大いに盛り上がることになりました。室外という

こともあり、声をはっても中々聞こえないという中、

塚本委員の声力に、改めて尊敬することになりまし

た。そんな楽しい中だからこそ、ワイズウエストに

また、新しい魅力を見てもらえるのではないかと、

ゲストの方から新しい仲間になっていただけること

を期待して、例会は２次回へ移りましたが、ここで

も多くのゲストの方が一緒にきていただけることに

なり、これからのワイズメンズクラブの発展が本当

に見える気がした一日でした。皆様ありがとうござ

いました。

8月26日18時よりＡＮＡホテルで京都トゥビーク

ラブ２０周年例会が開催されました。ウエストクラ

ブからは安田会長をはじめ、9名の出席です、今回

の例会コンセプトは夏！ＦＭでのＤＪを表現し熱い

例会を感じさせてもらいました。そして、第2のメ

インでもあります、京都トゥビークラブと沖縄クラ

ブとのＤＢＣ、本当におめでとうございます。催し

者といたしまして、沖縄クラブの沖縄民謡の演奏！

いつもの様に皆さんが音楽に合わせ踊りだします＾

＾

最後は実行委員長の吉田ワイズの挨拶！ウエストク

ラブも再来年に４０周年が控えており、大変参考に

なった記念例会だったと思います。また、終わって

からは、ウエストクラブだけで泰山木！酔っぱらっ

た一日でした。

早 朝 か

ら 好 天

に 恵 ま

れ 、 今

回 の リ

ト セ ン

お も て

なしカレーを祝福してくださっている様に私は感じ

ていました。そんな素敵なスタートになりました。

ブリテンの依頼は当日リトセンの厨房の部屋で皆が

集まっている中で山田ブリテン委員長からおおせつ

かりました。参加者は安田会長はじめ桂､立山､野田､

加藤､河合､岩本､塚本､角谷前会長とコメット､山田&

甥子､胡内+学生2名､七里さんと田井東さん、福田&

メネットの総勢17名で活動して参りました。私は調

理については疎い方なのでメネットとメンバーに支

えてもらって、下ごしらえからテキパキとこなして

下さいました。中でも取り上げたいのは角谷さんが

カレーうどんのだしづくりに奮闘され独自の味玉も

持参してもらって大変喜んでいました。感謝です。

野田さんには無理を行って冷凍うどんの持参担当に

急遽なってもらいました。本当に助かりました。辻

中さんと連絡をとって予定時刻の11時半に作業から

休憩に入られたクラブの方が続々と食堂に入って来

られました。本当においしいと言っていただける方

ばかりでメンバーに報告して喜び合いました。ご参

加された皆様、早朝からのお手伝い大変お疲れ様で

した。メネットには、温泉に寄って癒してもらいま

した。

リトセンおもてなしカレーで数量限定で提供させ

ていただきましたカレーうどんの煮卵があまりにも

本格的だったため角谷直前会長にレシピ一部を提し

ていただきました。

「味玉…らーめん屋風」

①卵…冷蔵庫保管のものを沸騰したお湯から3分間転がし

ながら中火その後火を止め7分間ふたをする。

② ①の後、氷水で一気に冷却。（皮をむきやすくするの

と同時に、黄身に火が入るのを止める。

③ ②の後、卵の殻をむき事前に作っておいた付タレ（醤

油10：みりん10：砂糖1と水20の割合でひと煮立ちさせた

ものを冷ましたもの、お好みでめんつゆとかすき焼きの割

したの元等うまみ成分を含んだものを適量追加）に24時間

（薄味の場合は12時間程度）漬け込む。(時々混ぜる⇒色

付け均等にする為)※3分沸騰⇒7分放置で、かなりのプロ

仕様の卵になります。後はお好みで放置時間を6分(黄身ト

ロトロ)8分(黄身しっとり)と変化させてお試し下さいませ。

８月２６日（土）京都トゥービークラブ
２０周年例会 京都部EMC事業主査 塚本勝巳

８月２４日(木)第二例会(納涼例会)
EMC/DR委員 奥田英詔

８月２７日(日)リトセン秋の準備ワーク
おもてなしカレー Ｙサ委員長 福田英生

８月２７日(日)リトセン秋の準備ワーク
番外編 男のレシピ 提供：直前会長 角谷多喜治



８月１０日役員会・総会議事録 司会 林正章副会長
議事録制作者：福田Yサ委員長

＜報告事項＞
1.7/27キックオフ例会の報告 島田Dr委員長
三役・各事業委員長 所信表明発表 森田ワイズ・食前挨拶
福田メネット連絡委員所信表明
2.7/30北京都フロンティアクラブ 舞鶴ちゃった祭りの報告
メンバー4人参加 舞鶴にて 豪華料理 花火大会 子供ビン
ゴ大会 ファンド出店が印象的 河合交流委員長
3.7/31交流・国際事業懇談会の報告
京都18クラブ参加にて開催、河合交流委員長より台北(IBC)・
東京ひがし(DBC)の報告、交流ディスカッション等、安平ファ
ンド委員長より他クラブのファンド協力求める件
4.8/12～13東京ひがし水掛祭り旅費補助等について
14名参加(内コメット1名・ゲスト2名) 当日の予定スケジュー
ル連絡、会費3500円、軽装で、お土産用意 河合交流委員長
5.8/19竹林ワーク 流しそうめんの件 加藤CS委員長
午前9時集合 軍手・長ズボンの服装 ゲスト・赤松ワイズ・
東前氏参加 徳義会8名参加、他クラブ参加等計30名程 6.8/2
4第二例会（納涼例会）について
焼肉ヒロ木屋町店で ゆか貸切 参加定員46名 アトラクション
担当・塚本ワイズ ゲストまだ募集。二次会はカラオケボック
スの予定。 島田Dr委員長
7.8/27リトセンワークについて(カレー合宿中止のお知らせ)
元はカレー合宿を予定していたのが、人数確保ができない為、当
日に変更 午前8時集合 YMCA人数確認50名程度福田Yサ委員
長
8.すいか・棒鮨ファンド報告 安平ファンド委員長
スイカファンド 36個完売 棒鮨 26個完売 売上32500円
他に高級のり・十勝コーンもファンド絶賛販売中 残りわずか
9.ポテトファンド告知 安平ファンド委員長
しゃがいもは価格そのまま、三種セット・かぼちゃは300円値
上げ提案、協議して決定する(議案へ)
10.平安徳義会さくら祭、卒業生例会招待の件加藤CS委員長
徳義会施設の乳児院建築完成、今年12月予定で来年の桜祭りは
実施可能、来春卒業生をWRM新年例会にご招待約10名
11.9月メネット例会について
メネットの参加者を求める メネット会費1500円(3000円の補
助金) 内容は後日発表 福田メネット連絡員
12.中原コメットの結婚お祝いについて 安田会長
中原ワイズのご子息(4男)がご結婚 お祝い金渡しの報告

13.ワイズ名刺作成のお願い 岩本書記
鈴木メネット・牧野・胡内ワイズが名刺の注文あり

14.前期各種クラブ負担金の納入について 金澤会計
前期分西日本区・YMCA分納入報告、水掛祭り補助金11名分、
メンに各13000円をお渡し済
15.各事業委員会報告 特になし 各事業委員長
＜協議事項＞
1.台北DTクラブとIBCトライアングルの検討について 安田会長
DBCの諸事情により、事前に解決すべき問題ありで継続協議

2.ワイズデー(サッカー観戦)について 安田会長
詳細はPR委員会の報告で済み

＜他クラブ関係＞
1.8/26トゥービークラブ周年例会登録について 岩本書記
メンバー10名の参加予定

2.他部部会情報 岩本書記
6部会案内情報のお知らせ

ＹＭＣＡ関係
1.12/3クリスマスロビーコンサート、12/15キャロリング開催の
お知らせ 岩本書記
ゼスト御池内 河原町広場にて実施予定 一日で3グループ
公演予定まだ内容は未定 後日発表
2.「てびき体験(視覚障害者のサポート)」の報告 岩本書記
当日メディア関係 NHK・京都新聞取り上げ 一般の市民のご
参加 身障者に対する対処法などを講演・実習体験
3.九州北部豪雨被害緊急募金の報告とお知らせ 岩本書記
繁華街で実施 合計17578円の募金集まりの報告

＜京都部関係＞
1.9/10京都部部会（15時～ 会費：10,000円）、メネットアワー
(ウエスティン都)について
参加者4名 福田メネット・森田メネット・鈴木メネット・野
田メネ.ト、(京都部として)塚本EMC事業主査参加岩本書記
2.京都部EMC事業主査の活動報告
ワイズテーの直前に熊本震災募金活動を実施する予定 繁華街
5カ所候補で西京極が終着点、塚本主査が召喚状をもらい感激
おみやげにクーラーバッグをいただく 塚本EMC主査
3.7/24PR委員会の報告(次回は8/21開催) 安田会長
サッカー観戦 平安徳義会内10名を招待する。10/14サンガ対
熊本ロッサ戦、チケットはメン2000円、コメット1000円のクラ
ブ補助(いずれも自己負担1000円)、専用タオル付き

＜役員会議案＞
議案1：今年の販売分よりポテトファンドの価格を次のように改
定する。
かぼちゃ￥2,400→2,700、三種セット￥2,400→2,700 (じゃ
がいもは据置) 承認

＜総会議案＞
議案1：角谷期会計報告 承認
議案2：角谷期事業活動報告 承認 以上

ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ
1.世界こども広場2017 子ども達が京都ＹＭＣＡ日本語科の留

学生と交流しながら異文化を知り世界への興味を広げるきっか

けとなるような、多文化共生ワークショップ「世界子ども広場」

を開催します。外国にルーツを持つお子さまも大歓迎です。受

付期間：9月16日(土)午後2時～4時 場所：京都ＹＭＣＡ 対象：

小学生（定員25名）参加費：500円 お問合せ：京都ＹＭＣＡ

2.三条本館耐震工事に伴う会館使用について 三条本館は新耐震

基準に合わせるための耐震補強工事を実施いたします。2018年

度新設の認可保育所を子どもたちにとって安全な成長の場にす

るための取り組みですので、ご理解くださいますようお願い申

しあげます。工事期間中は、下記の通り２階・３階会議室が使

用できなくなり、皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒

ご理解とご協力のほどよろしくお願い申しあげます。耐震補強

工事時期：2017年10月から12月末まで※2018年1月中の使用再開

を予定しておりますが、いつからご利用いただけるかについて

は、決まり次第ご連絡いたします。※工事期間中は、京都ＹＭ

ＣＡ本部および専門学校も仮事務所・仮校舎に移転いたします。

お問合せ：京都ＹＭＣＡ

3.2018年度開設保育所職員募集 2018年度開設に向けて準備を

進めている保育所の職員（保育士,栄養士,調理員）を募集して

おります。京都ＹＭＣＡホームページの募集要項をご覧いただ

き、お知り合いの方などにぜひお声掛けをお願いいたします。

◎採用説明会日時：9月9日(土)午後2時30分～会場：京都ＹＭＣ

Ａ三条本館 お申込み・お問合せ先：京都ＹＭＣＡ 本部総務

TEL:238-4388/mail:kyoto@ymcajapan.org

２０１７年９月スケジュール

7日 木 三役会 19:30 京都YMCA

１０日 日 京都部部会 後報 ウエスティン都

１４日 木 第一例会
（ｵｰﾌﾟﾝ役員会）

19:00 京都YMCA

２８日 木 メネット例会 19:00 京都ロイヤルH

編集後記 山田麻紀夫

新規二号目も方々様々なかたにご迷惑をおかけしております。

私自身パソコンはもともと得意な方ではない、と自覚していた

つもりでしたがまさかここまでとは。今号も皆様に支えられ発

号することができましたが。もっと皆さんの負担を軽減いたし

ますよう努めますので次号もご協力宜しくお願いいたします

２０１７年１０月スケジュール

５日 木 三役会 19:30 未定

１２日 木
第一例会

（ｵｰﾌﾟﾝ役員会） 19:00 京都商工会議所

１４日 土 ワイズデ－ 後報 西京極

１５日 日 竹林ワーク 9:00 西山竹林

２１日 土 ポテト配達 8:00 丸進運輸

２６日 木
第二例会

（部長公式訪問） 19:00 京都ロイヤルH

Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ

野田 君子メネット（9/17）

Ｈａｐｐｙ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ

福田 英生・仁見（9/28） 四方 秀和・香美（9/27）


