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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

西日本区強調月間

語

国際会長 Moon Sang-Bong (韓国)
主題 ”Yes we can change”「私たちは変えられる」
スローガン「Courage to challenges」(挑戦への勇気)
アジア太平洋地域会長 田中博之(日本）
主題 ”Action !”(アクション)

BF・EF
国際組織であるワイズの一員として、一人一人がワイ
ズの発展に貢献いたしましょう。
中井信一 国際・交流事業主任（奈良）

「With Pride and Pleasure」（誇りと喜びを もって）
遠藤 道寛（大阪泉北クラブ）
今月の聖句
主題 「未来に残すべきものを守り育てる」
Le
イエスは言われた。「わたしは道であり、真理であり、命であ
t' Proted andCultivate What Should Be Passed on the Future
副題「めぐり逢う一筋の光」Seek your Encounter with a Ray of Light
る。わたしを通らなければ、だれも父のもとに行くことができ
京都部部長 川上孝司 (京都パレスクラブ）
ない。
ヨハネによる福音書 第１４章６節
主題 “Will the circle Be Unbroken ” 永遠の絆

西日本区理事

第３９代
会長主題

人とつながる。次世代に向けて

会長

林

副会長

吉川

書記
会計

金澤典子・塚本勝巳
中原一晃

次期京都部部会実行委員長として

正章
忠

佐治幹生

皆様！こんにちは？こんばんは？第４０期のお話しにはなりますが、島田次期部長
期に、京都部部会の実行委員長をさせて頂く事になりました。正直、何で？？？と言う
疑問もありましたが、今から、５か月程前に島田ワイズからの電話があり、いつものよ
うに、遊びのお誘いかと思えば、『オレ次期部長受けたし、部会の実行委員長をしてく
れへん？』と言われまして・・・今年で、入会５年目になりますが、まだまだウエスト
クラブの事もわかっていないのに、何で？と言うのが真っ先に頭を過りました。島田次
期部長は、皆さんもご存じかとは思いますが、まっすぐな性格（時には厄介・・・W）
ですが、知り合って１０年程、この人が、頼むのは安易な考えではなく、何かの思いが
あり役割を与えてくれているのだろう！と思い引き受ける事に致しました。（実は、桂
期の部会時時に、最後の最後で、スクリーンにその日の、写真を流す担当でしたがPC
が固まり、あたふたして、自分の中で、引っかかっていた所もありまして・・・）引き
受けたからには、全力で取り組む意気込みです。ウエストのメンバーは、頼りがいもあ
り、心の寛大な方も多くそして、気が付けば自分より後に入会されたメンバーも何人かおられますし、これを機に自
身もワイズの事、ウエストクラブの事を理解出来ればと思っています。すでに、実行委員会では、総務・企画・運営
と各セッションのリーダーも確定し、各チームの配属も決定致しました。京都部部会は、本当にクラブに取っても一
世一代の事業だと認識しております。又、同期にウエストクラブ４０周年も御座います。個々、仕事に、事業に追い
回される期にはなりますが、苦労した分、それ以上に、達成感は大きく感じられると確信しておりますので、ウエス
トクラブメンバー全員４０期が終わった時には、今より一層、団結力が増し、同じ達成感を味わいたい！の思いで、
取り組んで行く所存で御座いますので、時には、うっとしい事もお願いするとは思いますが、メンバー皆の力をあて
にしていますので、全力で、楽しんで取り組んで行きましょう！宜しくお願い致します。
メンバー数

会
員
広義･ 功労
特別ﾒ ﾈ ｯ ﾄ
合 計

33名
4名
1名

38名

9月出席率97.0％
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ含む
8月出席率94.1％

第一例会(役員会)

メ
ン
広義･ 功労
メネット
コメット
ゲ ス ト
ビジター
合 計

26名
0名
1名
0名
0名
0名

27名

第二例会

ニコニコ

メ
ン 24名 前月累計
0名 第二例会
広義･ 功労
3名 累 計
メネット
2名
コメット
震災募金
2名
ゲ ス ト
前月累計
45000円
0名
ビジター
9月
円 合
合
計
45000円
31名
合 計
1

ファンド

16000円 前月累計
11000円 ポテト
27000円

計

32400円
円

32400円

９月２日（日）

リトセンカレーワーク

９月２日（日） 九州部会

安田繁治
少し雨の予報も出ていました9月2日、日頃の皆様の
心がけが良く晴れた一日となりました。
午前８時30分集合で河合Ｙサ委員長の挨拶があり、
その後 まずは全員で食材（100食分をめどに）のカッ
トをはじめました。その最中に元グローバルクラブの
赤松氏が到着され、ご飯炊きを手伝って頂きました。
ひと段落してカレー作り班と掃除班に分かれ、作業
を進めていき、私は料理長の役目を頂き、福田メネッ
ト・吉川副会長と共に玉ねぎ炒めから始め、最後に味
の微調整（コクだし）までを済ませました。そして
夏野菜（なす・オクラ・パプリカ）の素揚げの段取り
と、いつもの様に まかないで、岩本ワイズ持参のゴー
ヤと冷蔵庫からウインナーを頂き、即席ゴーヤチャン
プルや赤松氏から乾燥コーンをを頂いたので、ポップ
コーンを作り、バターの替わりに溶かしマーガリンを
使い皆さんで食しました。

ＰＯＰは角谷コメットにタイトルを描いて頂き、ホ
ワイトボードに張り昼食準備が出来き、間もなく各ク
ラブが食事に来られました。今回は山田ワイズが率先
して洗浄役に撤してくれたお陰で、食器待ちにもなら
ずにスムースに作業が出来ました（感謝です）。
林会長も
評議会終了
後に駆けつ
けてられ、
ウエストカ
レーを堪能
してもらい
ました。14：
00辺りでほ
ぼカレー・
ご飯も残らずに今回は完食でした。それから後片付け
をして15：00頃に解散しました。
参加メンバー 林・吉川・河合・桂・岩本・牧野・加
藤・市橋・角谷・山田・高倉・高田・鈴木メネ・福田
メネ・角谷コメ・赤松（特別）・安田

森田恵三
九州部部会での五福クラブチャーターナイトを祝って
去る９月１日３時からＡＮＡクラウンプラザホテル
熊本にて、熊本ジェーンズクラブのホストにより開か
れた第３７回九州部部会に、ウエストから単身出席し
ました。
部会に先立って九州部メネットアワーが開催され、
講師の社会福祉法人慈愛園理事長で元熊本県知事の潮
谷 義子氏から「共に生きる」と題して、自身の理念
に基づいて今なお、障害のある人々とのボランテア活
動を展開できることを感謝しているとの真心溢れるお
話をお聞きしました。

部会では通例のセレモニーが持たれた後、九州部と
して１７番目、熊本では１２番目のクラブ「熊本五福
クラブ」のチャーターナイトが行われました。
スポンサークラブはペンタゴンＤＢＣの熊本にしク
ラブで、設立に尽力しキーメンバーとして移籍された
のは亀浦正行ワイズ。短期間での創立にこぎつけたハッ
スルマン亀浦ワイズの活躍は目覚ましく、集めたメン
バー２５人（あと５～６人）、平均年齢は４０歳代前
半というフレッシュさ。発表の際には祝福と感嘆の声
が上がりました。
親しい仲間の熊本にしクラブの努力には、西日本区
において会員増強を願い続けている私にとっては全く
頭の下がる思いでした。
字数の関係で詳細は省略するとして、親子両クラブ
の発展を心より願って報告とします。
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9月９日（日）

京都部部会メネットアワー
森田直子

９月９日京都部会メネットアワーに参加しました。
扉を開けて先ずビックリ！殆どが男性メンバーで、何
時も出席されている他クラブメネットの姿も見えず淋
しく思いました。これはメネットの怠慢でしょうか？
時の流れでしょうか？今期メネットの主題は昨年度と
同じ「生きる！希望を分かち合いながら」です。
今回は京都いのちの電話の事務局長 中瀬真弓さんの
講演をお聞きしました。中瀬さんは元京都ウエストク
ラブのメンバー中瀬康平さんの奥様。康平さんは熱心
にワイズの活動をされていましたが、病に倒れられ、
回復を祈る皆の願いも空しく、若くして旅立ってしま
われました。本当に悲しく残念で想い出に残るお方で
した。その奥様真弓さんの講演では、◆聞き上手にな
ること◆人と拘わる時に自分を知ること◆他者を知る
相手の気持ちになること◆己を知り同情、同感ではな
く、共感が出来て寄り添うこと、と話されました。い
のちの電話への理解と協力を呼びかけられました。
次に同じく、いのちの電話に拘わっておられるフルー
ト演奏者 圓城三花さんの演奏でした。会場を回りな
がらのめずらしい演出に楽しいひと時をすごしました。
出席者
福田・森田・鈴木 メンバー

９月９日（日）京都部部会

加藤秀行

京都岩倉の宝ヶ池グランドプリンスホテルにおいて
今期の京都部部会が秋雨の中 開催されました。
担当は京都パレスクラブでした部会参加者は来賓及
び他クラブを含め４５０名になりました。
１５時より第１部の開催オープニングの後、バナー
セレモニーが行われ１８クラブの紹介があり当クラブ
の林会長登場時には大きな声援に包まれ晴れ舞台とな
りました。
型通りの進行が行われ１時間で終了しました。休憩
後，第２部に移り司会者のエフエム京都のパーソナリ
ティ佐藤弘樹氏によるワンポイントイングリッシュの
講演が１時間弱ありその後、島田次期京都部長の乾杯
の発声で懇親会の開始となりましたがオープニングが
少し長かったように感じました。途中で来年の京都部
部会の担当であるウエストクラブの
アピールタイムになり最大限の声と甲子園の金農スタ
イルでアピールしましたので効果は十分だと思いまし
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た。
その他、アジア太平洋地域大会のアピールなど多く
ありましので正直うんざりするところはあったでしょ
う。それも京都部の大きな存在あればこそだと考えま
す。来年の京都部部会を成功裏に終わらすためにウエ
ストメンバーは限界を超えろのスローガンで一致団結
でいきましょう。

9月９日（日）高倉ワイズ・高田ワイズ歓迎会
胡内大輔

盛会に終わった京都部部会の後は、ウエストメンバー
が集結し、高倉ワイズ・高田ワイズを歓迎する、いわ
ゆる「タカ・タカ歓迎会」が行われました！（内容に
ついては、お酒に酔っていた事もあり正確ではないか
もしれませんが、どうかご了承下さい。）

序盤から盛り上がり、いかに「タカ・タカワイズ」
がすでに溶け込んでいるかが分かる雰囲気。中盤では、
塚本ワイズ総合司会による「絵描き対決」があり、指
名されたメンバーが指定されたテーマで絵を描いて、
どちらの絵が“良い感じ”なのかを「タカ・タカ審査」
で決定。勝利メンバーには、塚本ワイズセレクトの10
0円ショップで売っているようなブランド商品が贈られ
ていました。
絵のテーマには様々なものがあり（メンバーの似顔
絵もあり）、名画が生まれておりました笑（絵はLINE
参照）次期京都部部会に向けて、ウエストに追い風が
吹いていると感じられた「タカ・タカ歓迎会」であり
ました。

子どもは中学生まで無料。学校の土地を借りて野菜を
育て収穫し食卓にのせるなど、「成長する子ども達と
桂 厚子
共につくる食堂でありたい」と運営されている。
9月16日（日）難波にあるホテルモントレグラスミア
“みんなの食堂いなフラ”昨年の11月から“NPO法人福
大阪21Fの素晴らしい眺望の会場で開催された。遠藤 祉ﾈｯﾄﾜｰｸ西須磨だんらん”の事務所のある“稲葉プラザ”
理事はじめ各主任部長ゲスト他部からも京都部からも1 にて毎月2回開催。子どもは無料。格差社会・子どもの
24名が参加。DBCクラブである大阪西クラブがホスト 貧困問題など可視化されない現実を地域での活動を通
されるので、ウエストたくさんの参加あり8名が1テー じ、子どもに限らず孤食も広がっているため多世代が
ブルを占めた。テーブルの前にはメネット手造りのビー 集えるコミュニティ食堂として、地域の人々が世代を
ズのバラが谷会長思いれの木のプレートに各自の名前 超えてつながる交流の場を目指して運営されている。
“にしのみやこども食堂”2015年12月28日にオープ
が記されていて、おもてなしを感じた。祝辞の後粛々
と進みそれぞれの会長が自クラブの紹介や考え方など、 ン。住宅地にあるおしゃれなカフェにて毎週月曜日(祝
スピーチがあり、時間切れの鐘が鳴らされると、首を 日やお盆も休まず)に、週替わりのメニューで限定15食
引っ込めたり会長の残念そうなアクションが楽しかっ (1食100円)の定食を用意、大学生が運営している。一
た。おしなべてワイズメンは壇上でのおしゃべりが好 人ひとりがリラックスして過ごせる居場所づくりを心
きだ。その後のアトラクションとして、華やかなドレ 掛け、地域に根付いてきていることを感じ、運営され
スの芸大の女性たちの木管五重奏があり、クラシック ている。
どの“子ども食堂”も、運営や収支のやりくりに工夫
からミュジーカルナンバーなど楽しませてもらった。
その余韻が残る中突然カーテンが開け放たれ、にわか され、おもい(・・・)をもって前向きに活動されてい
に高層階の青空が見え真っ昼間だったんだと思い知っ て胸が熱くなりました。当日のニコニコは、4万9000
た。その後は懇親会に移り、林会長が笑顔で言われる 円もの献金が集まり、参加者の熱心さを感じました。
第一部(13:30～16:00)
ように滅茶盛り上がった。
河合ワイズ、安平ワイズも揃って、真っ白い壁、高い
天井、ステンドグラスの美しい神戸YMCAチャペルに
て、厳かに六甲部長 大田厚三郞氏の開会宣言・点鐘と
ともに第17回六甲部会が始まりました。次期六甲部長
柏原桂子氏による聖書朗読・祈祷、部長挨拶に続いて、
神戸YMCA総主事 井上真二氏と西日本区理事 遠藤通寛
氏の来賓挨拶。そして、元神戸YMCA主事、現常磐大
学客員教授の柳敏晴氏による「Y`s Men`s ClubとYM
CA～ウエルネスからの再考～」と題して基調講演があ
りました。
YMCAは「人類に貢献する人を育て、未来へ繋げて
いくことを目的に活動している団体」であり、「より
よく生きる」ことを大切にしているというお話が心に
それは会えば楽しい強力ペンタゴンメンバー、大阪西 残りました。その後、ワイズ将来構想特別委員会委員
クラブ、岩本元理事に熊本西メンバーに、十勝の山田 長の森田恵三氏により「ワイズビジョンを目指す会員
ワイズや東京西高嶋ワイズなど3次会まで、同じビルの 増強～新生ワイズ起こし運動への願い～」と題してス
中で飲み歩きました。みんな飲み過ぎ！！私？参加者 ピーチがあり、改めて森田氏の熱いおもい(・・・)を
感じ、「凄い方とご一緒させていただいているんだなぁ」
林会長、市橋、岩本。森田、安平、草野、野田、桂
と嬉しく思いました。
9月２2日（土） 六甲部部会

9月16日（日） 中西部部会

福田メネット
9月22日(土) 午前11時～神戸YMCA三宮会館308号
室にて開催された「メネットアワー“子どもたちがキラ
リと輝く社会を!～子ども食堂の現状から学ぶ～”」に
森田ワイズ、直子メネットと、以前から関心を持って
いた“子ども食堂”のお話が聞けるとあって参加させて
いただきました。参加者は60人ほどで、お話していた
だいた3つの「子ども食堂の特徴」は次のとおりです。
“みなっち(南落合)子ども食堂”昨年の4月に神戸市須
磨区にて立ち上げられ、毎月1回開催。定員は30人。

第二部(16:30～19:00)

会場となる“ホテル北野プラザ六甲”へ徒歩にて移動。
オープニングに濱地智枝氏による和琴演奏を楽しんだ
後、西日本区直前書記 進藤啓介氏の食前感謝、次期西
日本区理事 戸所岩雄氏の乾杯とともに懇親会が始まり
ました。170人程のワイズメンが集い、美味しいお酒
とお食事に舌鼓を打ちながら歓談しました。
最後に、六甲部会計の加茂周治氏より謝辞があり、
閉会となりました。 学び多い一日となり、大変有意
義な時間を過ごさせていただいて、ありがとうござい
ました。ワイズバンザイ!
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9月２3日（日） サバエ秋祭り
牧野万里子
9月23日、京都YMCAサバエ教育キャンプ場において、
サバエ秋祭りが開催されました。
キャンプ場のある鯖江町の地域の子供たちやそのご
家族との交流、キャンプ場の周知を図ることを目的と
したイベントです。昨日の雨も止んでキャンプ場は清々
しい空気につつまれていました。
お食事の屋台、子供
のゲームコーナー、野
外にレールを敷いて走
らせるミニ鉄道など，
イベントの内容は盛り
だくさんです。ワイズ
のメンバー、YMCAの
職員の方々、リーダー
は早朝から会場の設営
やテントの組み立て、
屋台の食材を準備をは
じめ，定刻１１時にス
タート致しました。会
場と同時に各コーナー
は来場者出にぎわい、
笑顔と笑い声が溢れました。ウエストはフランクフル
ト、わらび餅の食品屋台と、ヨーヨー釣りを出展しま
した。メンバーも子供の笑顔に誘われて、ゲームなど
を楽しみました。

しむことができました。
琵琶湖湖畔の素晴らしいロケーションにあるサバエ
キャンプ場、京都YMCA、京都部のワイズメンにとど
まらず、琵琶湖部のワイズメンとも何か共同で何か企
画できれば、より地域の方々の周知も深まるのではな
いかと感じました。
とても楽しい一日でした。参加メンバー、メネットの
皆様、お疲れさまでした。

9月２7日（木） 第二(メネット)例会

鈴木けい子特別ネメット

9月27日第二例会が京都東急ホテルにて開催されま

ミニ鉄道ではあまりの楽しさでか、林会長がカーブ
のところで脱出！！参加メンバーも来場者と一緒に楽
5

した。会長点鐘のあとゲスト森田ワイズ紹介の山下恭
生様、社会福祉法人平安徳義会園長「山下恭生」様を
迎えて、始まりました。メネットクラブができた経緯
や活動の紹介をしました。
そのあとIYC参加の市橋ワイズのコメット「さらさ
ん」の報告がありました。初めてのスカイプによる直
接さらさんから話しかけがありさらさんの英語力の上
達には驚きました。きっと身につけるために勉強され
たんだろうなと思いました。その結果外国の人達とコ
ミニケションができ、楽しかったこと、、ユース全員
の前で発表(勿論英語）されたこと、すべてが前回より
成長できたと報告がありました。
徳義会園長山下から虐待によるビデオをみせてい
ただきました。中々実際に目にすることが少ない現状
にこころが痛みました。ウエストクラブと徳義会が継
続してお付き合いが出来ていることに感謝していると
報告がありました。
徳義会でも卒園してからの対応が大切であるとも様々
なご苦労があるのだと感じられました。
有意義な、実り多い例会となりました。

15 ワイズデーについて
川上部長が肝入りで、11月11日11:00~16:00各ブースに分かれ
ている。場所は北大路ビブレ併設の京都北文化会館で開催。みや
こ作業所の缶パンを\400で用意。竹林事業の展示パネルを考え中。
チケット\2,500、一般にも販売をしたい。
岩本CS委員長
16 11月EMC例会について
11月22日京都の伝統産業を知ろうと言う事で、試案中。昨年同
様の人数を招ければと考える。40周年・京都部も控え、積極的に
入会者を募る例会が出来ればと考えている。
中野EMC委員長
17 各事業委員会報告 各事業委員長
岩本CS委員長：11月18日のみやこふれあい祭り案内。谷口さん
よりお手伝いの依頼。
林ブリテン委員長：ウエスト不要メール削除のお願い。サーバー
容量過多の為、各自で行って下さい。（IMAPの方）
協議事項
1. 中原ワイズ広義会員移行の件
林会長から、中原ワイズの進捗状況やご本人の思いを話された。
他クラブ関係
1. 9/16中西部部会 9/17阪和部部会 9/22六甲部部会 9/29西
中国部部会 10/6 中部部会 10/7瀬戸山陰部部会 11/4びわ
こ部会 出席者確認がなされた。
2.11/3キャピタルクラブ35周年記念例会について 16：00受付
17：00開宴
登録料１万円PRする時間をもらえるかもしれな
いので、沢山で参加したい。後日再度アナウンス。補助有り。
ＹＭＣＡ関係
1. 9/29、9/30 エイズ文化フォーラム
同志社大学新町キャンパスで開催。３年間で、ＨＩＶ患者の何が
変わり何がかわらないかがテーマ。両日とも参加自由で無料。
2. 10/24 リトセンチャリティーゴルフの件
京都部で初めてのチャリティーゴルフ。現在の出席者と再呼びか
け。会館にトロフィーが飾られる。100名以上で開催予定。
3.その他連絡事項
西日本豪雨の災害が捗っていない。募金活動は、これからも続け
ていく。北海道等YMCAで単独でのﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動は無し。ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
では追い付かない為。
京都部関係
1. 8/21PR委員会欠席(次回は9/21.10/19ワイズデー委員会と合
同開催)ＰＲ委員会は欠席。澤田ワイズにＰＲ委員を検討中。
2. 京都部国際交流事事業主査の活動報告
８月２日舞鶴フロンティアクラブ部長公式訪問・３日京都ＹＭＣＡ
京都部役員会・８日ウエスティン京都にて京都トップスクラブ部
長公式訪問・２４日ＥＭＣフォーラムに参加
９月２日京都部評議会・７日役員会・９日京都部会前に京都パレス・
熱海・東京グリーンクラブDＢＣトライアングル締結式に立ち会い。
１６日中西部部会・２１日ワイズデーＰＴ委員会・２２日六甲部
会２６日トゥビークラブ部長公式訪問に参加予定。
3. 京都部会進捗状況
組織図での、総務・企画・運営のメンバーの振り分けが終わりま
した。チラシ・横断幕が出来たので、ＰＲ等部会にむけてのスター
トする準備が出来た。
4. 京都部次期キャビネット報告
各セッション初顔合わせをして盛り上がり有意義な時間を過ごせ
ました。島田次期部長が欠席の為、金澤書記が代読された。
その他
1. ウエストクラブ４０周年記念例会進捗状況
会場の候補を探している状況。200名で締め切る方向も思案中。
個別でおすすめがあればお知らせ下さい。又、役を立候補される
方がおられれば宜しくお願いします。
2. 西日本区事務局報告
欠席の為報告無し。
3. ワイズ将来構想報告 各部会で、スピーチをされる。
役員会議案
1.中原ワイズ病気療養中の為、９月より広義会員へ移行する。承認
2.10月11日(木)第一例会・役員会場所をYMCA創立記念祝日で休館
の為、商工会議所で行う。
承認
3.11月3日(土)予定だった舞鶴国際街頭募金が、キャピタルクラブ3
5周年記念例会と重複する為、10月28日(日)に予定変更をする。
承認

Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ
鈴木けいこ（10/6）奧田英詔（10/15）
Ｈａｐｐｙ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ
加藤秀行・晶実（10/10）
林茂・宏美（10/20）

国際協力街頭募金

YMCA NEWS

日時：10月28日（日）集合解散

12:40～16:00

募金活動実施時間 13:30～15:00（京都市内）
場所： 京都市内約10か所

9月13日役員会林期議事録（三条YMCA）
司会 金澤書記
議事録作成者：佐治Dr委員長
報告事項
1 8/9～12韓国ヨス国際大会の報告 市橋交流委員長
京都部から川上部長はじめ５名の参加・西日本から30名弱・東西
で60名弱の参加。韓国エリア的感の設えでした。個人的には交流
も出来たので楽しく過ごせました。
2 8/18竹林ワーク 流しそうめんの報告 岩本CS委員長
参加者数32名、ﾒﾝ17ﾒﾈ2ｺﾒ2ゲスト1徳義会10。看板の張替や草
刈り、素麺流しの竹作り、食事の支度と分担して作業しました。
素麺60束はちょうど良かった！
3 8/23ゼロクラブ合同納涼例会の報告 佐治Dr委員長
ゲストの河原さんとウエストメンバー33名の出席。親子・関連の
無いクラブ同士の合同例会で交流が出来た合同例会でした。ウエ
ストはアトラクション担当でゲームをし、集めたお金を西日本豪
雨災害金へ寄付に充てる目的。ニコニコ合わせて\45,000を役員
会後YMCAに渡し済み。
4 8/24EMCフォーラムの報告 中野EMC委員長
林会長・安田直前・島田次期部長・安平国際交流主査・澤田Ｙ・
中野委員長6名参加。クラブの高齢化が進んでる事で小野主任がデー
ターをまとめ（森田ワイズ将来構想特別委員長資料含む）スライ
ド方式で説明。高齢化が進むと危険なことなのか？と言う事の話
5 9/1九州部部会報告 森田将来構想委員長
午後ﾒﾈｯﾄｱﾜｰ開催。施設の園長さん(元熊本市長の女性)共に生き
ると言うことで、貧困についてのお話をされ、熊本五福クラブが
ＹＭＣＡの幼稚園の支援する内容でした。ワイズ興しに森田ワイ
ズが参加される。熊本西チャーターの御祝い金として、岩本ワイ
ズに御祝金１万円お渡し。
6 9/2リトセンカレーワークの報告 河合Yサ委員長
16名参加メン13名メネット2名コメット1名。夏野菜カレーを作っ
た。予算内に収まったが、今後の参考になるよう食材関係資料を
作成。
7 9/2京都部評議会報告 林会長
第22期の決算報告。それに伴い第23期の予算修正報告有り。各
事業主査の報告とＰＲ委員長・主査から報告があった。
来年5月19日にチャリティーラン開催報告。
8 9/9京都部部会報告 林会長
ﾒﾈｯﾄｱﾜｰで中瀬さん「京都いのちの電話」のお話しが為になる。
園城三花さんがフルート演奏をされた。（ご本人もボランティア
されている方でした。）
セレモニーでは、会長は思っていたより緊張もなく楽しく出来ま
した。懇親会ではウエストメンバーが一丸となって、次期京都部
のＰＲが出来た。
部会後、高倉・高田ワイズの歓迎会でおおいに盛り上がった。
9 9/23サバエ秋祭りについて 安田直前
開催時間は、11時~15時をめどに。ブースの出し物の報告が有り。
ウエスト担当フランクフルト・わらび餅・ヨーヨー釣り。ミニ鉄
道を走らせようと言う企画も有り。
当日は野菜やお米も販売される。参加者は金券を購入。その他当
日の段取り説明。
10 9/27メネット例会について 佐治Dr委員長
今回はメネット例会ですが、昨今メネット参加が少ないと言う事
で、女性をメインにする設えを考えている。内容は、ＩＹＣに参
加の市橋さらコメットからの報告・平安徳議会の山下先生より
「食」「食事貧困」について話される予定。
11 10/18第一例会の場所について（商工会議所）林会長
YMCA設立記念日にあたり、会館が休みなので商工会議所で行わ
れる。
12 ファンド報告 奥田ファンド委員長
ブドウファンドの報告がなされた。18個の販売で収益は\18,000。
品質に不具合があれば連絡して下さい。
13 10/20ポテトファンド・ワークについて 奥田ファンド委員長
992箱の注文。何とか残8箱で1,000個を目指している。（9/26
現在達成済み）ワークについては、今晩の委員会で決定する。場
所は例年通り丸進運輸。
14 10/28舞鶴国際協力募金について 林会長・河合Yｻ委員長
キャピタルの周年と被るのでこの日に変更、議案にあげる。徳議
会と一緒に楽しもう。
当日の経路や段取りを河合委員長より説明された。

２０１８年１０月スケジュール
４日

木

11日

木

２０日

土

２５日

木

三役会
第一例会

（ｵｰﾌﾟﾝ役員会）

19:00

京都YMCA

19:00 京都商工会議所

ポテトファンド

8:30

丸進運輸

第二例会

19:00

東急ホテル

（部長公式訪問）

２０１８年１１月スケジュール
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1日

木

三役会

19:00

京都YMCA

8日

木

第一例会

19:00

京都YMCA

11日

日

ワイズデー

２2日

木

EMC 例会

（ｵｰﾌﾟﾝ役員会）

12:00 京都市文化会館
19:00

東急ホテル

9月16日（日） 中西部部会

7月12日役員会林期議事録（三条YMCA）
司会 金澤書記
議事録作成者：河合Yサ委員長
報告事項
1. 7/15.16お掃除ボランティアの報告
15日に澤田ワイズ、中野ワイズ参加、東陵クラブ呼掛けで、立
9月16日（日）難波にあるホテルモントレグラスミア大
命大学生17名も参加。16日は福田ワイズ参加。
阪21Fの素晴らしい眺望の会場で開催された。遠藤理事 2. 7/16 西日本豪雨災害緊急募金について
福田ワイズ参加。三条Y本館前にて募金。集計7万超程。
はじめ各主任部長ゲスト他部からも京都部からも124名 3. 7/26 キックオフ例会の報告
西日本区委嘱状発表と三役及び各委員長、島田次期部長、安平
が参加。DBCクラブである大阪西クラブがホストされる
交流主査の所信表明
ので、ウエストたくさんの参加あり8名が1テーブルを占 4. 7/27 国際・交流事業懇談会の報告
西日本区より中井国際交流主任が参加。他ｸﾗﾌﾞとのファンド情
報交換等ができ、今後のファンドに活かしたい。又他ｸﾗﾌﾞとの
めた。テーブルの前にはメネット手造りのビーズのバラ
交流が持てた。
が谷会長思いれの木のプレートに各自の名前が記されて 5. 7/29北京都フロンティアクラブ 舞鶴ちゃった祭り例会中止の
報告
いて、おもてなしを感じた。祝辞の後粛々と進みそれぞ
YMCAとフロンティアクラブ共催のちゃった祭りイベントは実
施しました。地域の知的障がい児童及び保護者と約40名で納涼
れの会長が自クラブの紹介や考え方など、スピーチがあ
会を行い、花火を楽しんだ。
り、時間切れの鐘が鳴らされると、首を引っ込めたり会 6. 8/18竹林ワーク 流しそうめんの件
当日9時集合。約28名参加予定、さらに増えると思われる。食
長の残念そうなアクションが楽しかった。おしなべてワ
材担当分担済。
7. 8/23第二例会（ゼロクラブ合同納涼例会）について
イズメンは壇上でのおしゃべりが好きだ。その後のアト
日航プリンセスホテル京都にて開催。ウエストはアトラクショ
ン担当。交流が目的。
ラクションとして、華やかなドレスの芸大の女性たちの
8. 9月メネット例会について
メネット事業「子供の貧困・虐待からの脱出」かかわるお話を
木管五重奏があり、クラシックからミュジーカルナンバー
徳義会の先生に。
など楽しませてもらった。その余韻が残る中突然カーテ
又IYC参加市橋さらさんの報告を思案中
9. スイカファンドの報告
ンが開け放たれ、にわかに高層階の青空が見え真っ昼間
売上78,400円支払い64,000円でした。
だったんだと思い知った。その後は懇親会に移り、林会 10. ブドウファンド・ポテトファンドについて
ブドウ現在17セット申込。
ポテトファンドは10月20日に決定。金額は去年と同額予定。
長が笑顔で言われるように滅茶盛り上がった。それは会
チラシ作成。
えば楽しい強力ペンタゴンメンバー、大阪西クラブ、岩 11. 平安徳義会卒業生例会招待の件
今年度は5人予定。ﾌﾟﾗｽ引率の先生。新年例会招待予定。
本元理事に熊本西メンバーに、十勝の山田ワイズや東京 12. 前期各種クラブ負担金の納入について
西高嶋ワイズなど3次会まで、同じビルの中で飲み歩き 13. メールにて送ります。
西日本区定款 新クラブ設立人数の改正について
国際より新クラブ設立5人からに改正。投票の結果承認された。
ました。みんな飲み過ぎ！！私？参加者 林会長、市橋、
14. 11/3舞鶴国際協力街頭募金とキャピタル周年例会について 協
岩本。森田、安平、草野、野田、桂
議とする。
15. 各事業委員会報告
協議事項
Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ
1. 11/3舞鶴国際協力街頭募金とキャピタル周年例会について
鈴木けいこ（10/6）奧田英詔（10/15）
結論出ず、次回にて保留
他クラブ関係
Ｈａｐｐｙ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ
1. 各部会について
9/1九州部部会
9/16中西部部会
加藤秀行・晶実（10/10）
9/17阪和部部会
9/22六甲部部会
9/29西中国部部会
10/6 中部部会
林茂・宏美（10/20）
10/7瀬戸山陰部部会
回覧にて参加者は登録用紙に記入する
YMCA NEWS
ＹＭＣＡ関係
1. 7/23サバエ秋祭り（9/23（日））実行委員会の報告
国際協力街頭募金
現状とこれから2年間を考えるとの説明を聞く。ウエストとしては
日時：10月28日（日）集合解散 12:40～16:00
食事とゲームの屋台出店をする。
2. 9/2 リトセンカレーワークについて
募金活動実施時間 13:30～15:00（京都市内）
8時半集合。現在12名参加。ノーマルカレーに夏野菜のトッピン
グ。
場所： 京都市内約10か所
京都部関係
1. 岩本ワイズへ次期京都部メネット事業主査排出のお願い。 議
案へ
2. 7/28ワイズデーふれあいフェスプロジェクト会議について（次
２０１８年１０月スケジュール
回開催 8/31（金））
次回の委員会迄にチケットの件と屋台出店の件を報告する。
京都YMCA
４日
木
三役会
19:00
ウエストしてはチケット20枚。物販販売。縁日ブース、広報ブース
に参加希望する。
第一例会
京都YMCA
11日
木
19:00
3. ワイズデーでの唄練習会8/21・30 会長と一人参加要請 林
（ｵｰﾌﾟﾝ役員会）
会長が指名する
4. 7/13PR委員会の報告(次回は 8/17（金）開催)
丸進運輸
２０日 土 ポテトファンド 8:30
5. 9/9京都部部会（15時～ 会費：10,000円）メネットアワーに
ついて
第二例会
京都部会33名メネットアワー14名登録済み
２５日 木
19:00
東急ホテル
（部長公式訪問）
6. 8/24EMCフォーラムについて（メルパルク京都） 情報共有、
交流してくる。
7. 京都部国際・交流事業主査の活動報告・7/27国際交流懇談会に
２０１８年１１月スケジュール
ついて 欠席につきなし。
京都部次期キャビネット活動報告欠席につきなし。
京都YMCA
１日
日
三役会
19:00
その他
1. ワイズ将来構想特別委員会 活動報告
各部主体の実働チームの依頼。８/７ びわこ部。８/１１福知
６日
木
山クラブに訪問。今後も各部に訪問し、将来構想をPRする。
2. 角谷事務局員活動報告
日
15:00 グランドプリンス
９日
西日本区理事通信発行。
総会議案
第一例会
1.安田期38期年間事業報告について 承認
京都YMCA
８日
木 （オープン役員会）
19:00
2.安田期38期会計報告について 承認
役員会議案
第二例会
なし
２２日 木
19:00 東急ホテル

桂 厚子

（ＥＭＣ例会）
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