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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)

「With Pride and Pleasure」（誇りと喜びをもって）

西日本区理事 遠藤 道寛（大阪泉北クラブ）

主題 「未来に残すべきものを守り育てる」 Le

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

京都部部長 川上孝司 (京都パレスクラブ）
主題 “Will the circle Be Unbroken ” 永遠の絆

標 語

第３９代

会長主題 人とつながる。次世代に向けて

Club Office
京都ＹＭＣＡ本館

〒604 中京区三条柳馬場角
TEL(075)231-4388

今月の聖句

「主の名を呼び求める者はだれでも救われる」

のです。

ローマの信徒への手紙 第１０章１３節

合 計

合 計 合 計

ニコニコ ファンド
21名
0名
1名
0名
0名
0名

28名
1名
0名
0名
9名
0名

前月累計 73000円
第二例会 13000円

累 計 86000円

会 員
広義･功労
特別ﾒﾈ ｯ ﾄ

1月出席率97.0％
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ含む

12月出席率100％ 22名 38名

33名
3名
1名

38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

前月累計
1月
合計

656097円
43188円
699285円

前月累計
1月

45000円
0円

45000円

豪雨震災募金

第二例会(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

TOF・CS・FF・STEP for All
あなたの思いやりが人を助け、命を救い、環境を

守ります。各種献金にご協力ください。
倉 卓也 地域奉仕・環境事業主任

（京都トップスクラブ）

西日本区強調月間

地域奉仕事業について 地域奉仕事業委員長 岩本敬子

入会して23年たちました。地域奉仕・環境事業委員長は、3回程でしょうか。

今のクラブ内事業は、平安徳義会の交流・支援と西山竹林ワーク事業となっておりますが、2007-8年28代会

長職をした時は、平安徳義会さんと長岡京市のゲートボールウエスト杯そして、環境例会を事業で行ってい

ました。環境のウエストと呼ばれ始めたのは、2000年の頃より、毎年環境例会を開催、環境意識を高める為

に、CO2TAX車の走行距離や、家庭内での光熱費の使用量を明記する環境家計簿を各自で算出し、減らす意識

を持ち、環境に良いことをどのクラブよりもいち早く取組んだ事からです。時代の流れで、自動車をエコカー

へ乗換、家計簿もマンネリ化とし、自然と無くなってしまいましたが。

また、ウエスト10周年事業として始めたゲートボール大会の支援を継続19回で終了致しました。苦渋の選択

をさせていただきました。その中故高野忠雄ワイズからの提案で、竹ノ学校さんの活動現場を見学したり、

例会に講師で来ていただき勉強したりし、30代牧野万里子会長時より30周年を機として、西山竹林ワークを

クラブのCS事業としてスタート致しました。その時私がCS委員長をしていたのです。今では他クラブより竹

林のウエストと呼ばれたりしておりますが、過去を振り返ると変化のある地域奉仕事業です。どうしても野

外ワーク的なものが多いので、実働で動くメンバーが年齢的にも変わります。個人的には、これからも変化

があってよいと考えます。

さて、2月24日にはしょうざんボールでの開催が最後になるボーリング大会を楽しみましょう。そして第2

例会TOF例会ではちょっとした勉強をしましょう！

第一例会(役員会)

会長 林 正章

副会長 吉川 忠

書記 金澤典子・塚本勝巳

会計 中原一晃



平成最後のＷ(ウエスト)Ｒ(洛中)Ｍ(みやび)３クラブ

合同新年会がウエストクラブのホストのもと、京都東急

ホテルで開催されました。

18：00から司会、中川ワイズ・中野ワイズの進行で例

会がスタート、ウエストクラブ林会長、洛中クラブ竹内

会長、みやびクラブ浜田会長による開会点鐘、ワイズソ

ング斉唱、３クラブ会長挨拶と進み、ゲストの紹介、平

安徳義会から児童６名先生２名の８名とみやびクラブ、

ゲスト１名の計９名が参加をしてくれました。

委員会報告、食前の一言を洛中クラブ竹内会長、そし

て3クラブ会長による鏡割り、みやびクラブ浜田会長の

乾杯の発声で食事、歓談タイムに移りました。

約４０分ほどの食事、歓談が終わり、３クラブの会長

から各クラブの活動報告があり、その後、各クラブのPR

タイムへウエストクラブからは次期京都部部会について

島田次期京都部部長が話を行いウエスト４０周年につい

ては、吉川次期会長から話がありました。

洛中クラブからは、チャリティーボーリングの件、み

やびクラブからは、第７回ユニカ

ール大会の件について各担当者から話がありました。

その後、Happy Birthday・Happy Anniversaryと続

き、ニコニコタイム、ウエストのニコニコマンは、高田

ワイズが担当してくれました。YMCAソング斉唱、各クラ

ブ次回例会アピール、最後に３クラブ会長による閉会点

鐘で２１:００過ぎにお開きとなりました。

お疲れ様でした。

今回の竹林ワークはぜんざいでした。

ぜんざいは十勝中村農園の小豆を使って岩本ワイズが作っ

てくださり、お餅は鈴木メネット、そして福田メネット

がおいなりさんを作ってきてくださりました。

寒い中、外で皆んなで食べるぜんざいは格別に美味しかっ

たです。

福田メネット手作りのおいなりさんも美味しすぎて、

1人で5つも食べてしまいました、、、

最後は火を囲みながら、大先輩方の熱いワイズトークを

聞いて、寒さもふっ飛びました！

次回の竹林ワークもすでに楽しみです！

参加者 林会長、森田、加藤、岩本、牧野、河合、福田、

福田メネット、鈴木メネット、高田

1月12日(土)ＷＲＭ３クラブ合同新年例会報告
立山隆一

1月19日(土) 西山竹林でぜんざいを食す！
高田奈波



京都センチュリークラブさんの新年例会へ部長公式訪

問の随行として参加してまいりました。センチュリーク

ラブさんの新年初笑寄席例会は毎年１月に部長公式訪問

日も兼ねて開催され、今年で２３回目。寄席例会に出演

された落語家さんは皆さん、出世されるというなんとも

縁起の良い例会との事でした。

センチュリークラブさんの大槻会長には、ワイズに入

会した頃、私と島田ワイズは何かと可愛がって頂きまし

た。

ワイズでも、もちろんの事ですが、私たちにとっても、

そんな経緯から大槻会長は大重鎮なので最初は少し緊張

していました。しかしセンチュリークラブさんの非常に

居心地の良いアットホームな雰囲気に癒され、リラック

スモードになった中、大槻会長の開会点鐘で例会スター

ト。今年の寄席は林家竹丸師匠。さすがのプロフェッショ

ナル。熟練のお話で爆笑。。本当に楽しい時間を過ごさ

せていただきました。その後、お食事、歓談ということ

で、おいしいお料理をいただきながらセンチュリークラ

ブのメンバーさんと楽しく交流させていただきました。

そして、いよいよ京都部アワー。大槻会長に高座に上が

りたいと我がままを聞いて頂き高座にあがってに、国際

交流主査の私、岡西メネット主査、川上部長の順で今期

の活動をしっかりとアピールさせていただきました。

大槻会長曰く、これまで部長公式訪問で高座に上がった

のは過去に部長が１人だけいらしたらしいですが

主査が高座に上がったのは初めてとお聞きしました。大

槻会長、我がまま言ってすみませんでした。

本当に楽しい例会でした。是非とも来年もゲストといて

参加したいと思っております。

センチュリークラブの皆様、ありがとうございました！

感謝！

２０１９年２月スケジュール

７日 木 三役会 19:00

1４日 木 役員会
（第一例会） 18:00 京都YMCA

24日 日 しょうざん
ボウル 15:00 しょうざん

28日 木 TOF例会 19:00 京都YMCA

２０１９年３月スケジュール

7日 木 三役会 19:00 未定

9.10日 土.日 次期会長
主査研修会 新大阪

14日 木 役員会
（第一例会） 19:00 京都YMCA

28日 木 Yサ例会 19:00 東急ホテル

YMCA NEWS
１．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。 日時： 2月11日（月・祝） 11:00
～14:00（予定） 場所： 京都YMCA 三条本館地階・1階
目的： ネパールYMCAが運営する児童養護施設支援への募
金活動 内容： 物品バザー、ネパール雑貨販売、新鮮野菜
販売など
１．バザー商品のご提供

お歳暮等、ファンド商品の寄贈をお願いします。
＊バザー商品は1月31日（木）～2月7日（木）の期間中、京
都YMCAまでご持参願います。 ２．広報・イベントへの参
加 多くの方への広報をお願いします。また、当日は奮って
ご参加ください。お問合せ：（TEL）075-231-4388／（Mail）
kyoto@ymcajapan.org
２．創立130周年記念会員集会
創立130周年記念として、京都市の子育て支援施策につい

ての講演をメインプログラムに、京都YMCAの子育て事業に
ついてともに考える時間を持ちます。ぜひご参加ください。
日時： 2月16日（土） 18:00～（17:30開場）18：00
第1部 式典 18：30 第2部 講演「京都市の子育て支援
施策ついて」 19：30 第3部 懇親会 場所：からすま京
都ホテル（下京区烏丸通り四条下ル）登 録 費：9,000円（全
出席）（第1部、第2部のみ：1,000円／3部のみ：8,000円）
お申込み： 2月5日（火）までにメールまたはFAXにて、ク
ラブごとにお申し込みください。（Mail）kyoto@ymcajapa
n.org／（FAX）075-251-0970
３．第16回 発達障がい児理解セミナー 特性が気になる子
の成長と関わり 学校や家庭など生活のなかでさまざまな特
性を感じる子どもたちの成長の可能性を探りながら、周囲の
大人としてのよりよい関わり方を考えます。日時：2月23日
（土） 9:30～11:30（9:15開場） 場所： 京都社会福祉
会館 3階第5会議室 参加費：1,500円 お申込み： チラ
シ裏面の「参加申込書」をご覧いただき、メールまたはFAX
にてお申し込みください。（Mail）support@kyotoymca.or
g／（FAX）075-255-2087
４．ピンクシャツデー

今年のピンクシャツデーは2月27日（水）です。京都YM
CAの取り組みについては追ってご連絡いたします。

1月17日(木) 京都センチュリークラブ
部長公式訪問随行

安平知史



1月役員会議事録（1/１7,京都三条YMCA）司会 金澤書記
議事録作成者：市橋交流委員長

報告事項
1. 12/14(金)ロビーコンサートの報告
ウエストが協賛する学生のハンドベルコンサートを見た後、キャロ
リング等に参加した。林会長、桂+マゴメット、髙倉、河合ワイ
ズが参加。
2. 12/15(土)クリスマス例会の報告
メン27名とメネット・コメット等、計49名が参加。ゲーム大会等
で大人も子供も盛り上がった。
3. 12/26(水)ウエスト忘年会の報告
"それから綾小路店"で行った。大いに盛り上がった。
4. 1/12(土)WRM合同新年例会の報告
各会長によるクラブ活動紹介を行い、互いのクラブを学ぶことがで
きた。他クラブで内容がクラブ内に周知されてないところがあっ
たので、次年度からそれを徹底すべきだと思う。
5. 1/14(祝月)竹林ワークの報告
10名参加。ぜんざい(十勝産あずき使用)で岩本ワイズが事前に仕込
み、餅は鈴木メネがつきたてを調達、福田メネがお稲荷さんを準
備してくださった。
6. 2/28(木)TOF例会について
地域奉仕委員会に企画をお任せしている。
7. 使用済み切手収集について
8. 2/14の役員会で集める。カットして持参してほしい。
ファンド売上報告
肉:売\32000利\5500/醤油:売\31000利\5740/海苔:売\59500
利\26700
9. 4/27・28(土日)一泊例会について
登録締切についてエクスカーション2/20、記念例会3/20、出欠は
書記がまとめる。
10. 次期アジア大会積み立てについて
今月より開始する。\5000/月x6月まで合計￥30000。欠席者には
全額返金する。
11. 台北ダウンタウンクラブ訃報について
古参メンバーのチャーミング･シェンさんのメネットでリリーさん
が亡くなられた。お悔やみのメールを会長名で市橋交流委員長が
送る。2/15から私的旅行で森田夫妻が台湾へ行く時にお線香など
お悔やみの物品を渡たす方向で調整する(会長委任)。追加：献花に
決定。現地でお花を調達1/23日決定。
12. 各事業委員会報告
・Yサより YMCAミニバスケの昼食屋台協賛クラブが少ない。ウ
エストではできないと回答 ←今後の協賛クラブの数によりウエ
スト参加も検討する
・書記より HPでの一旦、出欠回答したものを修正する場合は必ず
金澤書記に連絡する事。

協議事項
1. 4/27・28(土日)一泊例会の補助について
例会補助\10000(予算通り)に加え、40周年例会アピール補助\500
0/1名、交流予算から\100000を参加者割りで支給する。

他クラブ関係
1. 2/10（日）とやまクラブ設立総会について
森田ワイズが出席

YMCA関係
1. 1/28(月)チャリティーラン第一回事業委員会について19：00
～YMCA
5/19に開催が決定。第一回事業委員会は各クラブから会長と代表者
1名を委員会に選出依頼あり。河合Yサ委員長が出席する。
2. 2/2(土)ピンクシャツデー講演 YMCA地下マナーホール18:30
～20:00
いじめ撲滅キャンペーンのイベント
3. 2/11(日)ネパールチャリティーバザーについて
ネパールYMCAの支援の為に毎年行っている。バザー物品提供のお
願い。当日、バザーコーナーのお手伝いのお願いがあった。
4. 2/16(土)YMCA創立記念会員集会について（烏丸京都Ｈ18：00
～）
初めてホテルでワイズの例会形式で行われる。1部式典、2部講演、
3部懇親会の3部制で1･2部だけの参加もOK。

京都部関係
1. ＰＲ委員会について
ワイズデー以降、活動なし
2. 2/4(月)EMCフォーラムについて（Ｈモントレ19:00～ 6千
円）
今年度2回目の開催。各クラブ3～4名の参加依頼。林会長、中野E
MC委員長、森田ワイズ将来構想委員長、安平ワイズ、島田ワイ
ズが参加予定。
3. 2/24(日)チャリティーボウリングについて
平安徳義会4名、コメット3名、メン13名参加予定。徳義会の生徒
が1チームに固まらないよう、実行委員会に依頼する。
4. 京都部次期部会進捗状況
3部制で行い、2部で何らかのアトラクションを行う予定。
5. 京都部国際交流事業主査活動報告
欠席の為、省略
6. 京都部次期キャビネット報告
欠席の為、省略

その他
1. ウエストクラブ４０周年記念例会進捗状況
1/23に現地下見・打ち合わせを行う。その夜19時から第一回実行
委員会を行う。
2. 西日本区事務局報告
欠席の為、省略
3. ワイズ将来構想委員会報告
1/13に委員会を開催
西日本各部の実働チームの編成を行った。委員会が提示したモデ
ルビジョンを参考に各々独自のビジョン・計画を立ててもらう。
メネットおよびメネット事業の今後のあり方について、クリスチャ
ニティーの必要性(どこまで取り入れるか)などが協議された。

＜総会議案＞
議案１ 次次期(第41期)会長に佐治幹生ワイズを選出する。承認
議案２ 次期三役について（副会長、書記、会計）
副会長 佐治ワイズ ・ 市橋ワイズ
書記 河合ワイズ（内部）、胡内ワイズ（外部）
会計 中野ワイズ
とする。 承認

＜役員会議案＞
なし

Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ

加藤秀行（2/5) 桂 厚子（2/7）

林正章（2/14）桂五郎（2/4）

角谷雅子（2/21）

Ｈａｐｐｙ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ

安平知史・春美（2/18）

お知らせ
①4/27～28 熊本にしクラブ10週年記念例会

参加ツアー

初日記念例会、2日目天草観光エクスカーション

参加者募集中です！

②7/19～21 仙台アジア太平洋地域大会に向け
旅費積立開始！
みんなで、仙台に行きましょう！


