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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」
Let' 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

互いに愛し合いなさい。これがわたしの命令である。

ヨハネによる福音書 15章17節
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ニコニコ ファンド
23名
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25名
0名
1名
0名
1名
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前月累計 93000円
第二例会 18080円
累 計 111080円

会 員
広義･功労
特別ﾒﾈｯ ﾄ

２月出席率93.9％
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ含む

３月出席率97.0％ 25名 29名

33名
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1名
37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
3月
合計

699285円
0円

656097円

前月累計
3月
合 計

45000円
0円

45000円

豪雨震災募金

第二例会
メ ン
広義･功労
メ ネ ッ ト
コ メ ッ ト
ゲ ス ト
ビ ジ タ ー

メンバー１人ひとりがYMCAの新しいブランドコンセ

プトを理解し、YMCAサービス・ユース事業に積極参

加すれば、あなたのクラブも「よくなっていく」こ

とでしょう。 人見晃弘 Ｙサ・ユース事業主任

西日本区強調月間

Yサ・ユース事業について Ｙサ・ユース委員長 河合久美子
ワイズメンズクラブの他の奉仕団体と異なる特徴といえば、第一にYMCAへの奉仕を行う団体であることが挙げ

られるでしょう。ウエストクラブにおいても、京都YMCAの主要な年間イベントに積極的に協力、ワークや募金や

フェスタなど毎回10〜15名位の出席者で賑やかに参加しています。野外等におけるこのような具体的な奉仕活動

の中に、ホテルでの例会だけでは味わうことのできない醍醐味が存在するのだと思います。Yサ事業を未体験のニュー

メンバーがおられたら、是非参加して一緒に楽しさを分かち合いましょう。

また今期においては、創立記念会員集会、YMCA/YWCA合同祈祷週集会など、日頃馴染みの薄い？YMCAの行事にも

ウエストから参加者がありました。YMCAに関わりの深い方はもとより、ワイズに入会して数年の方も参加して下

さったことは意義あることでした。ウエストクラブでは、特に女性メンバーにおいて、京都YMCAの維持会員Bとな

り委員会等に所属して活躍される方が多数在籍することは大きな特徴であると言えますが（私も二つの委員会に

所属しています）、他にももっと、YMCAをより深く支えるメンバーがクラブ内に増えればよいなと思っています。

YMCAを知るためのオリエンテーション講座も開かれていますので、是非一度ご参加いただければと思います。

このように、ウエストクラブのYサ活動は活発に展開しているものの、「ウエストといえば〇〇事業」といった

独自のYサ活動がまだ見当たらないようにも思います。舞鶴での募金活動も数年継続していますが、当地にもワイ

ズメンズクラブが出来、役割も変化してきているのではと感じます。YMCAに対する新たなサポートを模索しても

よい時期に来ているのでは？３月第二例会「Yサ例会」では、YMCA三条保育園の神戸洋子園長先生をお迎えしてお

話をお伺いします。新たな気付きを得ることができればと思っています。

林会長期、残りの下半期、YYYフォーラム、夜桜フェスタ、チャリティランなどまだまだ多くのYサ行事が控え

ています。引き続きご協力をお願いいたします！

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

第一例会(役員会)



大阪コロナホテルで次期会長、主査研修会が行われま

した。いよいよ私の会長としての研修会が始まり、期待

と不安いっぱいのまま会場入りしました。最初に驚いた

のは、あまりの沢山のワイズメンたちが集まっているこ

とでした。総勢150人以上はいらしていました。隣や後

ろには、次期会長たちが真剣な表情で座られていて、み

んな不安なんだろうなと少し安心しました。しかし、プ

ログラムを見ると、13時にはじまり、18時30分まで少し

の休みをはさみ、連続で勉強でした。学生時代もこんな

に授業にでたことがないくらい。長時間でした。しかも、

一言も聞きのがしてはならないと必死すぎて、終わる頃

には疲労困憊でした。公演してくださるワイズメンの方

たちの話がとても面白く、そこがかなりの救いでした。

色々と聞いたことがない言葉が沢山出てきて、自分の

知識のなさがはっきりとわかりました。しかし、上の方

達も真剣にワイズのこと、ボランティアのこと、メンバー

のこと、これからのクラブのあり方に、とても真剣に向

き合っておられ、とてもこれからの会長を受けるにあた

り為になりました。この研修会でもみなさんが仰ってい

ましたが、自分自身がまず楽しむことが重要だというこ

とがわかりました。まだまだ頼りない会長ではあります

が、楽しんでいきますので、何卒宜しくお願い致します。

2日目のプログラムの始まりは8時10分からの早天礼拝

でした。続いて、YMCA同盟の光永尚生さんによるYMCA理

解講座です。ワークブックとはややかけ離れたお話しの

内容でしたが、「ナンバー２を鍛える」とＹＭＣＡとワ

イズのパートナーシップ協力関係に触れた事が印象に残

りました。部屋を移動して、私はメネット主任と主査の

集いに参加。神戸ポートクラブの大野勉メネット主任と

各部の主査との意見交換でした。その中で、各々率直な

意見を出し、変革をするにも時間がかかるが、取り掛か

るべくして動くことの確認が取れたと感じました。続い

て、各部に分かれての懇談会です。京都部キャビネット

の綿密な資料が用意され、部長方針、各主査方針を述べ、

さらに島田次期部長より10/27に開催されるワイズデー

「ギネス世界記録に挑戦！」の説明をされました。又吉

田PR委員長より、今までに至る経過報告等がありました。

各会長さんには、人集め・資金集め等のお願いり返しさ

れていた次期島田部長でした。皆で喜びを共有し、成功

に導き、人につなげることを描きながら熱く語られてい

ました。来期の会長さん達は、若いメンバーが多く頼も

しく感じました。部長輩出のウエストは、より一層の協

力が必要と思います。ここからのスタートで気を抜かず、

次期島田部長と共に京都部一丸となって応援していきま

しょう！

3月10日(日)14:00より、京都YMCA三条本館のマナホー

ルで開催されました。今回の卒業リーダーは女子7名、

男性3名の10名でした。参加者は、おおよそですがYMCA

現役・OBリーダー50〜60人、YMCA主事、クラブ会長、ワ

イズメンたち約40名くらいでした。3部構成で賛美歌の

斉唱から始まり、聖書朗読、YMCA亀井理事長の卒業リー

ダーへのお祝い、激励の挨拶がありました。2部の式典

は川上部長の挨拶から始まり、クラブ会長が卒業リーダー

に卒業文集を贈呈しました。その後、卒業リーダー10名

のスピーチがありました。卒業リーダーの熱い想い。後

輩リーダーへの激励、託す想い。お話しする当人・後輩

リーダーたちの目頭が潤んでいました。私もほぼ涙ぐん

でいました。スピーチの最後は女性卒業リーダーひまり

（ニックネーム）のギター演奏での合唱で式典を終えま

した。3部祝賀パーティーでは現役リーダーからの送る

言葉、プリンスクラブ宇高会長（リーダーOB）の激励ス

ピーチがありました。最後は賛美歌とともに閉会を迎え

ました。

去る３月１０日、前日に東日本区次期会長・部役員研

修会での基調講演とパネルディスカッションを済ませて

心晴れやかな私は、もう一つの目的地東陽町へと向かい

ました。それこそ、長年の念願を果たせるピースウォ―

クへの参加のためでした。１９４５年３月９日夜半から

の東京下町への大空襲は、家も学校も、そして家族まで

も焼き尽くされ、一夜にして７万～８万の尊い人命が奪

われたのです。東京ひがしクラブの皆さんは，この２度

と繰り返してはならない悲惨な出来事を語り継ぐために、

江東区内の戦災慰霊碑を巡るウォーキングを毎年１０日

に続けて来られたのです。

今年は何と２５回の記念ウォーク、またとないこの機会

に恵まれたラッキーな私でした。

集った住民の皆さんは約７０名、東陽公園を金丸会長の

第１班に従って１０時に出発しました。それぞれに由緒

ある６か所の地蔵尊や慰霊碑を巡拝したのですが、中で

も当時の江東地区は、東京都内において最も多くばん馬

（車を引かせる馬）業者が集中していて、牛馬三千頭の

大半が焼死したとのことです。そうした愛馬の霊を弔い

平和を祈るためにと建立された馬頭観音様を拝し、戦争

被害は人間のみではなかったことに改めて気づかされま

した。

ウォークは都立深川高校慰霊碑をもって終了し、東京

ＹＭＣＡ東陽町センターに到着、私の約５キロ２時間近

くの感動の挑戦は見事達成したのでした。その後、棒に

3月9日（土）次期会長、主査研修会 1日目

吉川 忠

3月10日（日）次期会長、主査研修会 2日目

岩本 敬子

3月10日(日)京都YMCA卒業リーダー祝会

林 正章

3月10日(日)東京ひがしYMCA創立記念会員集会

ピースウォークに参加して感激！

森田恵三



なった足を

引きずりな

がら見たホー

ルでの約80

点におよぶ

「東京大空

襲体験絵画展」には、またまた激しく心に迫る悲嘆な思

いで胸が詰まりました。しばし一服後、飯田ワイズの娘

さんやボランティアさんによる昼食、おにぎりとトン汁、

甘酒のなんとおいしかったことかお心づくしに感謝して

いただきました。

今年は5年毎に開いてこられたピースコンサートの当たり

年とか、アイリッシュハープ＆馬頭琴による桜月コンサー

トに心を慰められ疲れも癒され、ワイズメンからの花束

贈呈をもって平和を祈るプログラムは恙なく終了となり

ました。

東京ひがしクラブでは、このような素晴らしいプログ

ラムを25年間も継続されているだけでなく、去年の春か

らは、子ども食堂を毎月第３月曜日に開いて、ほぼ7～80

人の子供たちへのサービスを提供されているとお聞きし、

少人数のクラブでありながらメンバーの結束と熱意ある

活動は、ワイズの鑑ともいえるものだと深く感嘆すると

ともに、ウエストもかくあるべしとの思いを胸にして、

６月の東日本区大会での再会を約して帰路についたので

した。

金丸満雄様からの文章

10日はお疲れのところ、ピースウォークにご参加いただ

きありがとうございました。休憩時間も少なく、お疲れ

になられたと思います。お疲れ様でした。第25回ピース

ウォークは、心配した天気も小春日和となりホッと致し

ました。また、ピースコンサートも盛況に終わり、ウォー

クも合わせ無事終了し安堵いたしました。お帰りの時に、

お見送りも致しませんで大変失礼いたしました。

スナップ写真を添付いたしましたのでご査収ください。

季節の変わり目、どうぞお体ご自愛ください。

冬の寒さが残る3月、朝は雨が降る中での竹林ワークと

なりました。天候も悪かったこともあり、少人数での活

動となりましたが、これからおいしいタケノコが生えて

くるための大事なワーク！そう思って竹にまとわりつい

た蔦の切断や、掃除を続けました。暖かくなると、一気

に雑草が生えてしまうため、今からの活動が大事だと経

験豊富な市橋ワイズに教えてもらいながら、作業をつづ

けました。すると、時間と共に雨も段々とあがり、作業

も思ったよりはかどりました。何かこのワイズ活動を天

が見守ってくださっているような、得をした気分でした。

これから、いよいよタケノコ掘りの季節へと向かいま

す。昨年ここで

BBQをして、タ

ケノコをクラブ

の皆様と食べて、

大変楽しかった

ことを思い出しました。また次の楽しい時への一歩とな

るワークでした。

2ヶ月ぶりに、東急ホテルでＹサ例会が行われました。

ゲストスピーカーとして、京都YMCA三条保育園の神戸洋

子先生、ゲストとして人見晃弘西日本区Yサ主任・松崎和

彦京都部Yサ主任にお越しいただきました。神戸先生には、

保育園が出来て1年が経った現状を説明していただきスク

リーンで園内の様子や、園児達の活動の姿を見せていた

だきました。クラス別での風景はとても、微笑ましく可

愛らしかったです。特に印象に残ったのは、紙？粘土で

いっぱい作っている様子や、おうどんを作って食べてい

る様子でした。ほぼ赤ちゃんから年長さんまで、みんな

とっても楽しそうでした。人見主査と松崎主任からは、

Ｙサへの協力や、活動への理解のお話が有りました。

又少しＹサの事を知る事が出来た例会でした。

滋賀ＹＭＣＡ（彦根・近江八幡ＹＭＣＡ）の標記式典

が近江八幡・ヴォリーズ学園本部の礼拝堂で開催され、

森田、岩本ワイズとともに出席した（参加者は、来賓・

総主事ほか全国ＹＭＣＡ関係者・ワイズメン・家族ら計

約180名）。就退任の久保田展史・祝部康二総主事はとも

に京都ＹＭＣＡの出身であるが、特に久保田新総主事は、

阿部和博・現連絡主事の前任者として３年間当ウエスト

クラブの連絡主事であった。近江兄弟社高校ハンドベル

部の前奏で始まった第１部式典（14：00～）は、司式牧

師による讃美歌・聖書・祈祷・奨励、新総主事の誓約や

聖書引継が厳かに挙行された後、新総主事の紹介と挨拶

があった。昨年10月から滋賀Ｙの本部長として赴任し構

想を進めていた新総主事からは、本年４月、近江八幡地

区での放課後学童保育の開設事業等が披露された。会場

を高校校舎内のカフェテリアに移した第２部（15：15分

～16：45）のお茶会では、森田ワイズが新旧総主事の京

都Ｙ時代のエピソードを話されたほか、滋賀Ｙ関係者兼

ワイズメン司会者との応答や出席者のスピーチにより、

新総主事の多種・多彩な活動歴や多才・多趣味振り等が

明らかになった。就退任式は以上で終了したが、草野は

その後近江八幡駅近くのホテルで開催された感謝・激励

夕食会に参加した（18：00～20：00、出席者約80名）。

藪秀実・近江八幡ワイズメン（近江兄弟社本部事務局長）

による周到・軽妙な司会により、同テーブルの京都部内

クラブのメンバー（約10名）らとのワイズ談義を楽しむ

とともに、久保田総主事のメネットが京都Ｙの同僚職員

であったこと等を知ることができた。

3月16日(土) 竹林ワーク

奥田英詔

3月28日（木）Ｙサ例会

金澤典子

3月30日（土）滋賀ＹＭＣＡ総主事就退任式

草野功一

Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ
藤居一彦（4/2) 胡内陽子 (4/13）

Ｈａｐｐｙ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ
奥田 英詔・いずみ（4/6)
渡邊 昌嗣・栄里 （4/13)
森田 惠三・直子 （4/20)



新店舗探 安田繁治
先々月末に京都に高級食パンのお店が桂にオープンし

ました。
関西では「乃がみ」が有名ですが、この店の名は「に志
かわ」東京資本のお店です。早速 わたしも野次馬根性
をむき出しで、ある雨降りの朝（密かにこんな雨の日に
はさすがに誰も並んでないと思い）に買いにいきました。
でも予想は大きくハズレ長蛇の列でした。 かろうじて
10：00販売の最後の引換券（1枚で2芹）を手にいれま
した。出来たての食パンを食し〝美味い！"の一言でした。
パン自体がひじょうに甘味があり柔らくて、口に入れ

ると溶けていく感じでした。皆さん桂方面に行かれたら、
買われてはいかがでしょうか？。注）別にお店から何も
頂いておりません。

9. 3/16(土)竹林ワーク・4/20（土）竹林バーベキューについて
3/16は9：00集合、4/20はBBQにて大阪西からも参加いただ

く予定。チラシ作成する。
DBC他クラブにアピールするかどうか、市橋委員長と協議する。

10. 3/9.10(土・日)次期会長・主査研修会について(大阪コロナＨ)
次期役員として最初の行事で万全の体制で臨み、特にトラブル
等は無かった。2次会を35名で開催。京都部のディスカッショ

ンで部長方針を伝えた。
11. 3/9.10(土・日)次期会長・主査研修会について(大阪コロナＨ)

160名の参加者で二日間講義が続いた。「断る言い訳を考えな
い」の言葉が印象的であった。島田部長キャビネットに気配り
いただき、他クラブ会長とも交流できた。

12. 3/28(木)Ｙサ例会について
YMCA三条保育園の神戸洋子園長先生のスピーチをメインに、
人見主任、松崎主査にも列席いただく予定。

13. 前期事業委員会報告書について
3/20締切にて外部書記へ提出のこと。

14. 6/23・24西日本区大会登録について
早期登録で安くなる（3/31まで20,000円）。京都開催につき
全員登録するが、どうしても無理な場合はメールで連絡を。

15. 引継ぎ例会ＰＴについて
役割分担を考案中。個別にお願いする。

16. ファンド売上報告
味付け海苔61,250円売上、利益21,070円。淡路島産玉ねぎを
募集する（5㎏1,500円）。

17. 4/27・28(土日)一泊例会について
登録者27名（エクスカーション日帰り22名＋一泊4名）。加藤
ワイズのオフィシャルツアー希望者は3月中に申し出る（新大阪
まで各自、新大阪8：50発→12：00着、15：00前会場入り→

ワシントンプラザホテル宿泊）。
18. 各事業委員会報告

森田→3/9東日本区研修会後、3/10東京ひがしクラブのピース
ウォークに参加。江東区の戦災慰霊碑を回る行事で20年続く。
70数人で東陽町を出発した。
・市橋→アジア大会積立の件。
・ゲスト石原さんから挨拶いただいた。

協議事項
1. ４０周年記念例会、国際会館費用立替の件

会場の前金の50％（約80,000円）を4/26までに支払う必要が
ある。その他の費用も含め必要分の立替に関し、実行委員会に
て計画後、４月役員会にて議案に上げる。

他クラブ関係
1. 3/16(土)神戸学園都市 25周年記念例会

なかのしまクラブ吉田ワイズとフルート演奏の予定。
2. 4/4（木）洛中クラブ地域奉仕EMC例会（ANAｸﾗｳﾝﾎﾃﾙ19：00

～21：00 \5000）
3. 3/19(火)ウェル・プリンス合同Ｙサアワー例会 （京都平安ﾎﾃ

ﾙ \5000）
どちらも希望者は連絡。

YMCA関係
1. 3/16.17(土・日)ミニバスケットについて

屋台出店無し、10,000円協賛金拠出。
2. 3/31(日)リトセンチャリティーゴルフについて

ウエストから４名参加予定。
3. 4/14日 リトセン夜桜フェスタについて

屋台出店予定、内容については委員会で協議。
4. 5/19(日)チャリティーランについて

今年から屋台やイベントは実施できない。協賛金拠出、競技参
加希望者は専用用紙にて申込と振込を行う。ウエストは総務担
当、手伝っていただける方を募集する。

5. その他連絡事項
特になし。

京都部関係
1. 京都部次期部会進捗状況

1部～3部までのパフォーマンスや企画の考案を進めている。
2. 京都部国際交流事業主査活動報告

京都部次期キャビネット報告
3. 10/27ワイズデーは三条商店街にてギネスに挑戦しワイズのア

ピールを行う。クラブ協賛金30,000円、一人一枚Tシャツ購入
の他、個人や企業の協賛金、ギネス参加者一人最低５名連れて
くるなど、皆で協力して欲しい。来期はCS、ブリテン・広報委
員長にもPR委員会に参加して関わっていただく。徳義会にも早
期に参加のお願いをする。

その他
1. ウエストクラブ４０周記念例会進捗状況

4月中に会場の前金を支払わねばならない。近日、第2回実行委
員会開催予定。40周年では徳義会との繋がりを深めたい。ご意
見あれば寄せていただきたい。

2. 西日本区事務局報告
3. ワイズ将来構想について

3/9東日本区次期会長研修会にて基調講演、パネルディスカッ
ションに参加。ワイズ創立100周年に向かって、社会の変革

に応じてワイズも大変革しなければという内容で、YMCAと
ワイズの関係、クリスチャニティー、メネット等の問題点を
盛り込みスピーチを行った。

総会
議案1. 40代吉川期委員長選出にについて
地域奉仕・環境委員長 奥田英詔Ｙ、Ｙサ委員長 高田奈波Ｙ
EMC委員長 桂厚子Ｙ ドライバー委員長 中川由宇Ｙ
ブリテン広報委員長 粉川尚子Ｙ ファンド委員長 四方秀和Ｙ
交流IBC/DBC委員長 安田繁治Ｙ
メネット連絡員 鈴木けい子特別メネット

とする。 承認

3月役員会議事録（3/14京都三条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. 2/10（日）とやまクラブ設立記念例会報告

ブリテン２ｐ参照。とやまクラブは14年ぶりに復活した。
2. 2/15～台北ダウンタウンへの訪問報告

ファミリー8名で訪問。リリーさんを亡くされたシェンさんに
お悔やみとお供えを行った。黄金林さん、白さんと仙台トライ
アングル交流につき協議を行った。ウエストでトライアングル
のバナーを作成する。

3. 2/16(土)YMCA創立記念会員集会報告
からすま京都ホテルで開催、70名超の会員が参加。ウエストか
ら7名参加。

4. 2/17（日）京都部評議会報告
マナホールで開催、1～6号議案まで審議された。後期に向け、
ウエストは次期に繋げてメンバーを増やしたい旨の抱負を述べ
た。

5. 2/22(金)YMCAオリエンテーション講座報告
今期の京都部役員・会長対象で他クラブ含め３名参加、YMCA
に関わる説明を聞いた。法人の収支に関わる問題に特に関心を
抱いた。

6. 2/24(日)チャリティーボウリング報告
23名参加（内徳義会4名）。ピンクシャツ着用し、3名が賞品
に当選。

7. 2/28(木)TOF例会報告
ワイズ興し運動ビデオ上映、CS委員よりTOF趣旨説明、倉主任、
吉岡主査のスピーチ、グローバルクラブのネパール報告と盛り
沢山の内容であった。

8. 3/10(日)リーダー卒業祝会報告
卒業生10名（男3、女7）、後輩リーダーに向けてのメッセー
ジが涙あり、ギター演奏ありで印象深かった。お祝い金3万円お
渡しした。

２０１９年４月スケジュール

4日 木 三役会 19:00 未定

11日 木 オープン役員会・
総会(第一例会) 19:00 三条YMCA

14日 日 リトセン夜桜フェ
スタ 後報 リトリートセン

ター
20日 土 竹林BBQ 後報 西山竹林
27.28
日 土・日 一泊例会（熊本に

し10周年記念例会） 後報 熊本

２０１９年５月スケジュール

2日 木 三役会 19:00 未定

9日 木 オープン役員会
(第一例会) 19:00 三条YMCA

18日 土 次期役員研修会 15:00 三条YMCA
19日 日 チャリティーラン 後報 鴨川公園
23日 木 第二例会 後報 東急ホテル


