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〒6 0 4 中京区三条柳馬場角
TEL(0 7 5 )2 3 1 - 4 3 8 8

「強い義務感を持とう！義務は全ての権利に伴う」
標

西日本区強調月間

語

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）

IBC/DBC締結クラブとの交流だけでなく、

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 ！”

今月の聖句
わたしは世の光である。わたしに従う者は
暗闇の中を歩かず、命の光を持つ。
ヨハネによる福音書第８章１２節

Read y to fly

第３８代
会長主題

交流を深めて協働事業を検討しましょう。
金澤市郞国際・交流事業主任（京都クラブ）

一歩前進と調和 皆さんと共に

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

そろそろ、でもまだ、ちょっと・・・

副会長

林

正章

平成30年も1ヶ月たちました。年末、正月明けまで仕事でバタバタしていました
が、最近ようやくいつもの動きになってきました。メンバーの皆さんも落ち着いた
頃ですかね？でも、京都ウエストの中では、私はあんまり落ち着きません。と、言
うより昨年からの動きが自分にとっては非日常的な感じ。でも、嫌な感じではなく
いろんな事が新鮮で楽しんでる。ウエストグラブ。どのようにして一致団結して、
どのようにして仲間を増やして、どのようにして社会に貢献できるのか。今頃になっ
て言うことではないんですが・・・改めて考えさせられました。「ソワソワ」して
いられない。少しだけ覚悟が出てきた。かな(笑)！？でも今はまだ、副会長の立場
なんでかなり気楽。先人を参考にしながら、言いたいことは言える。不真面目に言
えば、ずっと副会長でいいかも(笑)。安田会長の元、今期いろいろ学びがありまし
た。今思うには『自分に出来るのか！』です。とりまとめ。調整。ご挨拶。自分に
は不得意なことばかり。でも、これもまた勉強。最近お勉強ばかり。（自分のためにはなるな！）やるからには
勉強して、そして楽しもう！気持ちを切り替えて。京都部部長、ウエスト40周年。大きなイベントが控えていま
す。新しい年号とともに、新鮮なウエストクラブが待っていると思うとやっぱり期待の方が大きいです。これか
らも、メンバーの皆様とともに、楽しませていただきます。
メンバー数

会
員
広義･功労
特別ﾒﾈｯﾄ
合 計

32名
3名
1名
36名

12月出席率93.3％
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ含む
1月出席率87.5％

第一例会(新年例会)

メ
ン
広義･功労
メネット
コメット
ゲ ス ト
ビジター
合 計

24名
1名
1名
0名
3名
1名

30名

第二例会(役員会)

ニコニコ

メ
ン 22名 前月累計
0名 第一例会
広義･功労
1名
メネット
第二例会
0名
コメット
0名 累 計
ゲ ス ト
0名
ビジター
合 計

23名

ファンド

94,000円
0円
0円
94,000円

ポテト
他食品

合計

669,232円
113,742円
782,974円

東北支援募金

前月累計
1月
合 計

円
円
円

12月15日(金)
YMCAクリスマスキャロリング会
Yサ委員

山本 孝仁

市民クリスマ
ス・キャロリン
グに参加してき
ました。まず、
聖母女学院のみ
なさまのハンド
ベルの演奏があ
り（残念ながら
遅参しましたので聞けませんでした）。続きまして
礼拝、そしてキャロリングのために参加者全員でガ
ウンを着てキャロリング歌集の冊子を持って外に出
まして、京都ＹＭＣＡ前、寺町通、三条通、新京極
六角公園の各箇所で3曲ずつを歌いました。歌集の冊
子を頂いた時に曲名だけを見ていると少し不安にな
りましたが、皆さんが歌われると、あっこの曲か！
と一緒に歌いました。ご通行されている方も足を止
められ聞かれている方も多かったです。なかなか街
中で歌を唄う事がないのでいい経験をさせて頂きま
した。（ 写真は京都YMCAのHPより）

1月6日（日）(WRM新年例会第一部)
みやびクラブ25周年記念式典
Ｙサ委員 林

茂

あけまして
おめでとうご
ざいます。皆
様、今年もよ
ろしくお願い
します。さて、
早速ですが20
18年1月6日
（土）ホテル
セントノーム
京都にて京都
ウエスト・京都洛中・京都みやび三クラブ合同新年
例会（京都みやびクラブ25周年記念式典、みやびク
ラブホスト）に参加させていただきました。流石に
三クラブ合同例会なので、たくさんの人が居られま
した。18：00より第一部 京都みやびクラブ25周年

記念式典が、京都みやびクラブ前会長の開会点鐘に
より始まりました。その後、普段の例会と同じ進行
で、生演奏によるワイズソング斉唱があり、京都み
やびクラブ前会長の挨拶、来賓・ゲスト紹介・来賓
の挨拶、親クラブからのお祝いの言葉と進行し、み
やびチャーター当時よりの25年間のお話が森田ワイ
ズより5分くらいの凝縮され話されました。続いて、
記念祈祷・記念アクトがあり、第一部の最後は生演
奏によるYMCAの歌斉唱で終わりました。

1月6日（日）
ＷＲＭ３クラブ合同新年例会
EMC委員

澤田長利

2018年1月6日に
ホテルセントノー
ム京都で行われま
した、京都みやび
クラブ、京都洛中
クラブ、京都ウェ
ストクラブの三クラブ合同例会の報告です、年に一
度の三クラブ合同新年例会、今年度のホストはみや
びクラブ。大野西日本区理事はじめ役員の方々にも
駆けつけていただき、華やかな例会となりました、
第2部では、三クラブ合同例会にて、ウェストクラブ
今期初の入会者、中川由宇弁護士の入会式をさせて
いただきました。通常の入会式は例会の初めに行う
のですが、合同例会の運営の都合のため第2部の後半
に行われました。紹介者は私EMC委員澤田、皆さま食
事の後でほろ酔いの良い感じでしたが、立山EMC委員
長が入会式の取り仕切りを初めて本来の入会式の緊
張感が高まりました。安田会長初入会式でしたが精
一杯頑張って進めていただきました。また、ワイズ
バッチ装着はサプライズで大野西日本区理事におこ
なっていただきました。
新入会員の中川由宇さん前職で京都市職員時代に
は弱者対策の部門で活躍されており、弁護士となっ
た今でも弱者に優しい先生として活躍されておりま
す。新入会員紹介の後、中川さんの挨拶が行われま
した、中川さんの挨拶に皆さん感動され、新しいワ
イズ仲間が
増えたこと
を心から祝
福していた
だきました。

1月14日(日)熊本支援プロジェクト
「プロレスリング紫焔」に参加して
ファンド委員長 安平 知史
16：00ゴング。元新洞小学校体育館にて、京都トゥー
ビーワイズメンズクラブ主催の熊本支援プロジェク
ト「プロレスリング紫焔」が開催されました。驚い

たことにトゥービーメンバーの国松さんの息子さんが
レスラーとしてメ
インの試合に出場
されておられます。
プロレスもアクロ
バットの凄い技が
繰り出される本格
的な試合から思わ
ず笑ってしまう斬
新なアイデアのコ
ミカルな試合など。飽きることなく、思う存分、プロ
レスのエンターテイメントを楽しむことが出来ました。
会場も超満員。。多分、200人は超えていたような。
大変、盛り上がっていました。ウエストクラブからは、
ワタクシと牧野ワイズの参加であったと思います。
主催されたトゥービークラブの皆様！お疲れ様でした。

わたり継続して行っ
てこられた事業を
紹介されました。
第二部の懇親会は
メンバーの力強い
太鼓の演奏で幕が
開きました。ＤＢ
Ｃの金浦クラブ、
台中クラブからも
多くのメンバーの
方が参加されてお
り、食事歓談、ゲー
ム大会と、とても
楽しい時間が過ぎていきました。そして、閉会の時刻
が近づいたころ…、何とメンバーによる力強いの太鼓
の演奏が始まりました。すごい迫力にの太鼓演奏に参
加者は心を奪われたことでしょう。会長主題「協力＝
強い力」という思いがしっかりと伝わってる太鼓演奏
でした。メンバーの皆様の熱い思いと共に暖かさも感
じられるとても素敵な記念例会でした。参加者:安田
会長、岩本、金澤、河合、塚本、安平、牧野（敬称略）

1月28日(日)
京都ウイングクラブ30周年記念例会
委地域奉仕委員

牧野万里子

新入会メンバー紹介
中川由宇(なかがわ ゆう) 配属Dr委員会
紹介者 澤田長利
住所：〒603-8124 京都市北区小山下阪町19
お仕事：弁護士法人プロジェクト法律事務所
役職;弁護士 090-9817-0954
趣味：歩くこと（山歩き、
神社仏閣巡り）
澤田ワイズの推薦理由
非常にまじめで正義感の強
い弁護士さんなので、当クラ
ブには必要な人材だと思った
のでお勧めしました。

1月２８日（日)エクシブ京都八瀬離宮において京都
ウイングワイズメンズクラブ３０周年記念例会が開催
されました。北川会長の開会宣言と点鐘で第一部が始
まりました。会長挨拶、来賓挨拶、記念アクトと厳粛
な雰囲気で式典が進んでいきました。３０周年記念事
業の紹介では、青い空と白い雲のキャンプ、サバエ施
設へのサポートなど、メンバーが一丸となって長年に

Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ
加藤秀行（2/5) 桂厚子（2/7）林正章（2/14）
桂五郞（2/4）角谷雅子（2/21）
Ｈａｐｐｙ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ
安平知史・春美(2/18)

12月14日役員会議事録
司会市橋書記
事録制作者：山田Br広報委員長
〔報告事項〕
1.12/15 クリスマスキャロリングコンサート報告
京都聖母所女学院の女学生等によるロビーコンサート
笑顔の絶えない催しとなった。金二万円、寄付。
2.12/17 クリスマス例会報告 予算内に抑え、澤田Yを
始めする新興PTメンバーによる運営も成功を収めた。
3.12/27 忘年会報告 すしてつ先斗町店にて開催｡24名
の参加｡忌憚無い意見交換にも笑顔の絶えない時間を過
ごせた。
4.1/6 ＷＲＭ３クラブ合同年例会報告 セントノーム
にて､みやび(25周年記念)･洛中･ウェストクラブ合わせ
て100名以上の参加 中川宙宇ワイズ入会式
5.2/22(木) TOF例会について
6.4/15(日) 竹林たけのこ堀イベントについて(ペンタ
ゴン交流会) BBGメニューグレードアップ､飲み物の充
実図る｡子供等にも食べやすいメニューを企画予定
7.台北DT、十勝クラブとIBCトライアングルの進捗報
西日本区大会で別室にて締結式､懇親会で披露｡1日目
宴会後DBC西連合､大会後昼食IBCトライアングル交流会
を計画中
8.ウエストユニフォームの注文確認 役員会終了後
9.後期会費について 随時受付､早めの納入を励行
10.各種献金の西日本区送金について期限内に行う。
11.4/8ウエストチャリティーダンスパーティーについて
案内を早めに出す｡メンバーに景品の提供依頼｡出演メ
ンバーの募集｡また､新しい催しも企画中
12.その他委員会報告 (CS)桜祭り4/7am9:00会場･am11:
00より販売開始､pm3:00撤収予定｡フランクフルト･わら
び餅を予定 加藤CS委員長(DR)引継例会のPT委員に金
澤ワイズを推薦･金澤ワイズ快諾
島田Dr委員長
【協議事項】
1.京都部次次期部長の選出について 立候補がなかった
為、三役主導で候補者の調整を行い、島田ワイズを推
挙した。選出の経緯に諸々含むところはあるが､本人の
承諾をもらい、個別にメンバーの意見も聞き、メンバー
一同､全力をもってサポートをする旨を約束→総会議
2.一泊例会の計画について 日程決定4/21･22｡伊勢神宮
特別拝観を予定(礼服指定有)｡参加者の募集を早めに
【他クラブ関係】
1.他クラブ記念例会情報（ウイング・洛中・グローバル)
ウィング：1/28 参加者名 7名 洛中：2/3 30周年記例
会16名 グローバル：3/3 25周年記念例会 〆切2/9
TOBE：2/14 EMCディスコ例会 〆切2/7
【YMCA関係】
1.ネパールチャリティーバザーについて バザー出品物
提供の依頼､生活必需品や食品等｡収益金は支援資金と
して活用の事
受付はYMCA三条本館 2/12am11:00～pm2:00
2.その他連絡事項
ゼロクラブ プロレス例会参加､
牧野Y､安平Yをはじめ各方面より150人の参加､熊本から
も3名｡地域奉仕の新しい形を垣間見れた｡懇親会も和や
かに執り行われた。
【京都部関係】
1.EMC事業主査活動報告 京都部で上半期入会5名退会3名
2.1/15 PR委員会の報告 広告登録社数が26社から52社
まで増加､一社でも多くの登録･出資を励行
3.2/25チャリティーボウリング大会のお知らせ 登録：
コメット1名､メネット2名､平安徳義会14名 受付2:00
開始3:00
4.3/25リトセンチャリティーゴルフのお知らせ
登録者随時募集､〆切までに報告のこと
【総会議事】
議案１．次次期(第40期)会長に吉川忠ワイズを選出する
：承認
議案２．次期三役について（副会長、書記、会計）副会
長 吉川忠ワイズ 書記 金澤典子ワイズ（内部）、
塚本勝巳ワイズ（外部）会計 中原一晃ワイズとする。
：承認
議案３．京都部次次期部長に島田博司ワイズを推挙する
：承認

ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ
１．三条本館耐震補強・施設改修工事進捗状況だより
耐震補強工事 進捗： 本部、専門学校の事務所が三条本館
１階事務所に移動いたしました。２階の保育所工事を除く各
階の耐震補強工事、エレベーター工事は作業完了しました。
１月からは２階に開設する保育所の内装工事、三条通側の駐
輪場と元テナント前の、保育所の園庭工事が本格化していま
す。
２．創立１２９年記念会員集会
いよいよ４月にＹＭＣＡ三条保育園が開園します。保育・
幼児教育の現状と課題をふまえ、なぜ京都ＹＭＣＡが保育園
を開設するのか、何を大切にして保育をするのかをお伝えい
たします。また、私たち会員が保育園にサポートできること
は何か、共に考えます。ＹＭＣＡに集う会員の皆様、地域全
体で、生涯にわたる生きる力の基礎を培う子どもたちを育み、
笑顔があふれる保育園となるよう共に知恵を出し合おう。
日 時： 2/9（金）午後７時～９時
テーマ： 京都ＹＭＣＡがおこなう子育て支援
場 所： 京都ＹＭＣＡ 三条本館マナホール
３．ネパールチャリティーバザー
ネパールＹＭＣＡ支援のための国際協力募金拡充を目的に
「ネパールチャリティーバザー」を開催いたします。耐震補
強・施設改修工事に伴い、例年とは実施内容を多少変更して
の開催となります。ご支援の呼びかけ、ご参加をお願いいた
します。
日時： 2/12（月・祝） 午前１１時～午後３時
場所： 京都ＹＭＣＡ 三条本館地階・１階
目的：ネパールＹＭＣＡの児童養護施設支援への募金活動
内容： 物品バザー、ネパールカフェ（予定）
４．ピンクシャツデー
ピンクシャツデーは、２００７年にカナダで始まり、世界
中に広まったいじめ反対運動です。毎年２月の第４水曜日が
ピンクシャツデーとして定められ、賛同者はピンクのアイテ
ムを身に付けることで「いじめ反対」の意思表示をします。
今年は、２月２８日（水）がピンクシャツデーです。
京都ＹＭＣＡでもピンクシャツデーを実施し、被害者の自
己肯定感を下げ、自信と生きる力を奪う「いじめ」をなくし
ていくことを地域・社会にアピールしたいと考えています。
ピンクのアイテムを身に付け、いじめについて考える１日と
なるよう、ぜひご協力ください。

２０１８年２月スケジュール
三役会

19:30

後

報

1日

木

3日

日

8日

木

第一例会･総会

19:00

京都YMCA

22日

日

TOF例会

19:00

京都YMCA

２5日

木

京都部チャリティ
ボウリング大会

15:00

しょうざん
ボウル

洛中クラブ３０周
16:00
年記念例会

ANA全日空

２０１８年３月スケジュール
19:30

京都YMCA

19:00

京都YMCA

1日

木

三役会

8日

木

第一例会・総会
（ｵｰﾌﾟﾝ役員会）

10,11日

土日

西日本区次期
会長･主査研修会

１７日

土

竹林ワーク

9:00

22日

木

第二例会

19:00

25日

日

京都部チャリティー
ゴルフ

新大阪

後報

西山竹林
ロイヤルパーク
ホテル・ザ京都
瑞穂
カントリー

