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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

父がわたしにお与えになる人は皆、わたしのところに来

る。わたしのもとに来る人を、わたしは決して追い出さ

ない。

ヨハネによる福音書 6章37節

合 計

合 計 合 計

ニコニコ ファンド
23名
0名
1名
0名
0名
0名

23名
0名
2名
0名
0名
0名

前月累計 111080円
第二例会 0円
累 計 111080円

会 員
広義･功労
特別ﾒﾈｯ ﾄ

3月出席率93.9％
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ含む

4月出席率90.1％ 24名 25名

33名
3名
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
4月
合計

699285円
0円

656097円

前月累計
4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

リーダーシップを学んでください！ クラブ、部、区、あら

ゆる機会にリーダーシップの学の場が有ります。全てを有意

義に捉え、スキルアップし、リーダーシップを身に着けてく

ださい。全てを楽しんでください。Y'sly。

船木順司 ワイズリーダーシップ開発委員長（京都トップス）

西日本区強調月間

交流活動こそワイズの醍醐味 交流事業委員長 市橋清太郎

ワイズに入って16～17年になり、今期初めて交流委員長をやらせて頂きました。ご存知の通りクラブは交流活

動が活発でIBCの台北ダウンタウンクラブ、DBCの東京東クラブとは長いお付き合いで、DBCペンタゴンに至っては

5クラブで締結するという他にはあまりない交流をしています。このような広く活発な交流が始められたのも、続

けられたのも、森田恵三ワイズの広い人脈を生かしてのご尽力が非常に大きく、感謝感謝です。そんな交流事業

の委員長を拝命し、自分も中堅どころとして認めてもらってるのかなと嬉しく思っています。

そんな交流の場が多くある京都ウエストに入会した方には、是非ともそこに飛び込んで、醍醐味を味わって頂き

たいと思います。何でもやってみないと分かりませんが、特に交流は人と人との繋がりですので体験しないと、

その良さがわかりません。遠方のクラブに訪問したり、区大会や海外クラブとの交流会などに参加することは時

間も費用もかかり、特に時間を捻出することが非常におっくうで大変な事は僕も経験しています。皆さん忙しい

中で参加しようと模索しています。しかし一度参加してみると、時間を作る為の労力に余りある経験が出来ると

確信しています。各地に新しい仲間ができ、そうすると、また彼等と再会する場に行きたくなります。ボランティ

アだけなら、地元のネットワークを広げるだけなら、他にも会は色々あります。それもできて世界と繋がれるの

はワイズならではだと思っています。

今年の7月には仙台でアジア・太平洋地域大会が開催され、台北ダウンタウン・十勝クラブとのIBCトライアング

ルの締結式もそこで行う予定です。是非、みんなで参加して、そして交流を楽しみましょう！

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)



ＹＭＣＡリトリートセ

ンターで夜桜フェスタが

開催されました。我が家

は、野田メネットが仲良

くしているポーランド出

身の留学生、カミラと共

に参加しました。カミラ

は日本大好きで独学で日本語を勉強するほどの精通ぶり

です。残念ながら雨天での開催ということで、若干参加

者が少なかったようです。今年は気温が低く桜の開花も

遅れて、まだ蕾のままでした。カミラにはウエストクラ

ブの屋台、ジャンボ餃子を焼く体験をしてもらうつもり

でしたが、各クラブの屋台に大

喜びで、ずっと食べ歩いていま

した。カミラはYMCAの留学生や、

京都センチュリークラブのSTEP

で参加しているスリランカのパ

パちゃんとも交流出来て、貴重

な体験だったと思います。カミ

ラは遊び疲れたのか、帰りの車

では爆睡でした。

その日は、朝から

晴天に恵まれ少し暑

いくらいでした。申

し訳なかったんです

が、集合時間より少

し遅れて到着しまし

た。2、3人のメンバー

がバーベキューの為

の準備を進めておられました。他のメンバーは、どこに

いるのか尋ねたところ、タケノコ掘りに行っているとの

事でしたので、その場所に行ったところ徳義会の子供た

ちや、関係者、メンバーの方々がタケノコ掘りをされて

おり、子供たちも、見つけた！あった！とワイワイ騒ぎ

ながら、楽しそうに取っ

てました。私もタケノコ

掘りは初めてだったので

すが、見つけて掘り出す

と周りに根っこがあり、

中々しんどかったです。

天気も良かったので、汗

もかくくらいでした。終

了の合図で集まると、今

年は不作と聞いていたの

ですが、結構な量が収穫

されてました。その後、

みんなで広場にもどり、

バーベキューが始

まりました。牛肉、

イカ、野菜等、か

なりの量があり、

ダイエット中だっ

たのですが、かな

りの量いただきま

して案の定体重は

増えておりました。

全ておいしかったのですが、取れたてのタケノコを、焼

いたり、蒸したりで料理していただき、本当にお世辞抜

きでおいしかったです。又、来年も食べたいですね。

DBCペンタゴンの熊本にしクラブの10周年記念例会を

京都ウエストの5月正式例会扱いとして、メンバー総出

でお祝いに出向く事を今期の計画にされていました。林

会長の思いに多くのメンバーが賛同して、総勢25名で参

加してきました。遠征にも関わらず70%という驚異の出

席率！林会長、良かったですね〜。

さて、交流大好きのウエスト、まずは15時開始の例会

を待てずに、12時に熊本入りし、大阪から同行の大阪西、

東京西クラブと合同昼食会で激安なのに美味い豚シャブ

で軽くプレ交流会を済ませ、失礼承知でほろ酔いで例会

場に到着！例会は熊本ネクサスさんとの合同10周年とい

うことで、たくさんの方が会場にびっしりでした。ネク

サスさんの名前はあまり存じ上げなかったのですが、ヤ

ングクラブから最近改名されたとの事でした。しかもチャー

ター会長で現会長が熊本にしの岩本元理事の息子さんと

いう事で、一同そういうことかと納得していました。

例会は一部式典と二部元国際会長藤井ワイズの記念講

4月14日（日）リトセン夜桜フェスタ

野田泰伸

4月20日（日）竹林筍掘り＆バーベキュー

林 茂

4月27日(土) 熊本にし１０周年記念例会

市橋清太郎



演と進み、三部懇親会では熊本にしらしい、暖かく元気

な設えで多いに盛り上がりました。その後、場所を変え、

繁華街で二次会(我々にとっては三次会相当)でさらに交

流を深め、まだ元気なメンバーは三次会へと続き熊本ナ

イトを堪能して行ったのでした。熊本にしの皆様、遅く

までご接待頂きありがとうございました！

前日のお酒が抜けきらない中、7時にホテルで朝食を摂

り、７時50分には熊本にしクラブのみなさんに出迎えら

れ、配車してくださったタクシーに乗って熊本駅に向か

いました。手作りの心のこもったガイドブックと飲み物

を頂き、JR三角線で天草へ向かいました。終点の三角駅

で下車し、そこから2隻の船に分乗し昼食宴会会場へ向か

いました。熊本にしとIBCの台中エバーライフクラブのみ

なさんとも合流し、宴会スタート。平目の活き造りとえ

びづくしの会席膳をいただきながら、全員が自己紹介し

交流を深めました。帰りはバスで海産物のおみやげを買

いながら三角駅まで送迎してくれました。朝から全員の

スーツケースを預かってくれ、帰りの熊本駅に届けて頂

き、おもてなしの気持ちを充分に感じる１日になりまし

た。熊本にしクラブのみなさまに感謝です。

４月２8日（日）に天草渚亭でのランチ後、10名（熊本

にしクラブの岩本夫妻・水元夫妻・神戸西クラブ太田ワ

イズ・加茂ワイズ・そしてウエストの森田夫妻と桂ワイ

ズ・岩本）がもう一泊してきました。下田温泉に着くま

でに、2018年「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺

産」に登録された崎津

天主堂と大江天主堂を

見学し、旅館望洋閣へ。

早々に移動の疲れを天

然温泉で落とし、小宴

会場へ。夕暮れ時には

東シナ海に沈む美しい

夕陽を鑑賞できる場所

ですがあいにくの曇り

の為、残念でした。し

かし、若女将の挨拶、

食事、懇談で大盛り上

がりしました。なんと

いっても鮑蒸しは、柔

らかく格別でした。翌日29日(祝月)は90％が雨予想の中、

最初に訪れた富岡城跡はどうにか雨は降らないですみま

したが、天草で大人気のイルカウオッチングは、かなり

の雨の中でした。イルカの群れが現れわれると、皆が歓

声と写真撮影で大忙しです。この時期は赤ちゃんイルカ

の姿が見られて満足でした。ただ、イルカよりも観光客

を乗せた船の群れの方が多く人気度合がわかります。約

３０分で沖にお戻り、すぐそばの海鮮焼の昼食を。昨夜

いただいたアワビの柔らかさも忘れ難いが、海鮮（エビ、

イカ、アワビ、さざえ、魚等）

のおいしさは引けを取らないも

のでした。そして、昼晩とビー

ルを注文していつも皆がおいし

そうに食べ楽しい雑談等。平成

最後の思い出に残る旅ができま

した。熊本にしクラブ岩本夫妻・

水元夫妻によるおもてなしのお

かげです。ありがとうございま

した。

今の時代、個人事業及び会社でパソコン使用しないで仕

事をしている事は、殆どいないと思います。

パソコンを使用して仕事をするのに、欠かせないフリー

ソフトの紹介です。

ソフト名 Clibor(クリボー？）

定型文の挿入もできるテキスト専用のクリッ

プボード履歴ソフトです。

単純に説明すると、パソコンを使用する際の基

本操作でコピーアンドペーストがあります。（まず使用

していない人はいないと思います。）基本的にコンピュー

タは文字や画像のコピー及び切り取りで一つの事を記憶

しますが、常に一番最後のコピー及び切り取りしか覚え

ません。このソフトは文字だけですが（画像は対応して

おりません）コピー及び切り取りした文字を設定によっ

て50や100といった数の履歴を覚えます。同じような文章

を入力するときに位置からタイピングをしなくてもすみ

ます。

又、頻繁に使用する単語なども登録すればすぐに呼び出

しが出来ます。呼び出し方法は同じキー（ShiftやCtrl等）

を二回たたくかマウスで呼び出すなどの設定で履歴が出

せます。一度使用すれば、二度と手放せなくなるソフト

です。ご存じで無い方は是非使ってみてください。

設定次第で、複雑な事も出来ますが、コピペ機能で十分

だと思います。Googl等の検索ページでCliborと入力すれ

ば出てくると思います。又、以下は作者のページです。

https://chigusa-web.com/

是非ご覧下さい。

4月28日(日) 熊本にしクラブ主催

天草日帰りエクスカーション 渡邊昌嗣

4月28日(日)～29日(月) 熊本にしクラブ主催

天草一泊エクスカーション 岩本敬子



編集後記

最近、本当に老眼はひどいは、爪は割れ

やすくなるなど、老化を実感しておりま

す。その爪についてですが、たまたま購

入した商品が素晴らしかったので興味の

ある方はご覧下さい。

商品名は 魔法のつめけずりです。何がすごいか、興味の

ある方は・・・。

4月役員会議事録（4/14京都三条YMCA）司会 金澤書記
議事録作成者：中野EMC委員長

報告事項
1. 3/16(土)神戸学園都市 25周年記念例会の報告
神戸オリエンタルホテルにて。河合ワイズフルート演奏者とし
て参加。盛会だった。
2. 3/16.17（土・日）ミニバスケットの報告
ウエストは協賛金（1万円）の協力

3. 3/28(木)Ｙサ例会の報告
東急Hにて開催。ゲストスピーカーに京都YMCA三条保育園の神
戸洋子園長にお越しいただき、開園１年の振り返りのスライドを
交えたお話をしていただきました。ゲストに西日本区Yサ主任の
人見晃弘氏、京都部Yサ主査の松崎和彦氏。
4. 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は雨の中、６名（赤松さん含む）で整備
4/20竹林BBQ予定。徳義会先生１、子ども８、吉岡主査３、大
阪西クラブ、中野ゲスト三田さん、が参加予定。準備のため現地
に９時集合。ゲスト１０時集合。たけのこが不作との報告あり。
当日の動きなどは、この例会のあとの会議にて詳細決定後、お知
らせする
5. 3/31(日)リトセンチャリティーゴルフの報告
ウエストからは４名（林会長、塚本、島田、立山）参加。19,00
0円＋5,000円参加費。成績は散々でしたが交流できました。
6. 4/27・28(土日)一泊例会について
すでに申し込み終了。加藤ワイズのプランでお申込みされた方
はお振り込みにて早めの入金をお願いします。
２７日お昼熊本到着後、昼食と熊本城などの観光、１５時から
の熊本にし１０周年記念例会に参加、２８日エクスカーション、
の予定です。
7. 5/18（土）次期役員研修会について
１５時からYMCA会議室にて、次期役員及び委員長の研修会を
行います。必ず参加お願いいたします。
8. 6/23・24西日本区大会登録について
開催が京都ということもあり、全員登録済み（３４名）です。
キャンセルは５月まで可能ですが極力参加いただけるようお願
いします。熊本同様、４０周年記念アピール費が補助で出ます

２０１９年６月スケジュール

6日 木 新旧合同三役会 19:00 三条YMCA

13日 木 新旧合同役員会
総会(第一例会) 19:00 三条YMCA

22.23
日 土日 西日本区大会 ロームシアター

京都
29日 土 引継例会 18:00 東急ホテル
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 19:00 東急ホテル

Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ

四方秀和（5/19) 安平春美 (5/6）

奥田いずみ (5/15）高田名奈波（5/30）

Ｈａｐｐｙ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ

阿部和博・和美（5/1)

桂厚子・五郎 （5/18)

草野功一・敬子 （5/18)

藤居一彦・美幸 （5/20)

（まだ。使っていない方に限る）。
9. 引継ぎ例会ＰＴについて
着々と進んでおります。この例会後、会議します。

10. ファンド売上報告
淡路産新玉ねぎファンド、申し込み受付中です。現在65箱の注文
あり。
11. 山本ワイズ（広義）・草野ワイズ（功労）次期継続について
山本ワイズ（広義）について、病気療養中。ご両親からのお申し
出もあり、回復の希望も込めて次期も継続する。草野ワイズ（功
労）について→協議事項へ
12. 他クラブ参加報告
4/7チャリティーライブ アメリカングラフティーズにて開催さ
れた。ウエストからは5名（林会長、牧野、岩本、高田、高倉）参
加。普段見ることのできない他クラブのメンバーの別の顔も見る
ことができて楽しめた。
13. 林茂コメットのアジア大会AYC申込みについて
18歳から39歳までの参加。林茂ワイズのコメットさん参加予定。

14. 各事業委員会報告
・アジア太平洋地域大会（2019/07/19-21）in仙台について
登録費36,000円、旅費別。４月から始めている積み立てもありま
す。早めに申し込みすれば、エアチケットはずいぶん安く手配で
きるので、早めの申し込みをご検討ください。

協議事項
1. 40周年記念事業の費用立替の件 ファンド取り崩し、震災用通
帳を使う形が良い。
2. 茂山ワイズ退会について 本人より退会届けが有り、意志は変
わらないとの事。
3. 草野ワイズの功労会員継続について ４０周年を機に、もう一
度正会員に復帰お願いできないだろうかという投げかけがあり、
その後、功労、広義、正会員の差は何なのか、を皆で理解し、そ
の上で草野ワイズには、来期から正会員の登録でお願いしたいと
いうメンバーの意見でまとまった。次期は正会員に復帰していた
だきたいことをメンバーの総意としてお願いしたい

YMCA関係
1. 4/14日 リトセン夜桜フェスタについて
16時から19時開催。15時集合。ウエストはジャンボ餃子の提供
と皿洗いの割り当て。雨天決行。13名参加予定。
2. 4/15（月）ＹＹＹフォーラムについて
マナホールにて19時より講演あり。

3. 4/27.28（日・月）サバエワークについて
草刈りなどの予定だが、ウエストは１泊例会のため参加できない
旨をYMCAに伝え済み。了承得ております。
4. 5/19(日)チャリティーランについて
食べ物の屋台は今年はなしになった。抽選会なくなった。今年は
純粋なマラソン大会になりそうです。ウエストは受付の手伝いあ
り。朝7時半から8時に集合。参加者が少ないので積極的にご参加
お願いします。HPに出欠欄作りますので、そちらからも参加表明
いただけます。
5. その他連絡事項 なし

京都部関係
1. 京都部次期部会進捗状況
司会の竹内アナウンサー、歌手の和紗さん、スケジュール押さえ
済み。その他着々と準備中です。
2. 京都部国際交流事業主査活動報告
4/22にYサ懇談会の予定あり。

その他
1. ウエストクラブ４０周記念例会進捗状況
市橋ワイズよりレジュメ事前配布あり

・3/18に会場費の一部として前金１４万円の支払いをする。これに
伴い、４０周年のための経費口座として、休眠口座を復活させて
使用する。
・例会の開始時間の相談について
①10時半頃からスタートするパターン
＜メリット＞会場費が安い（夜は4万円高くなる）
素敵な庭園があるので、そこで吉川次期会長のお茶席などの催し
もできる。
＜デメリット＞遠方からの参加者にとって、厳しいスケジュールに
なってしまう。前泊（GW中なので）取りづらい、値段が高いとい
う負担をかけてしまう。
②午後からスタートパターン
＜メリット＞遠方からの来客も見込める。
＜デメリット＞会場費が4万円値上がりする。
2. 西日本区事務局報告
大阪にて開催され、島田次期部長、森田ワイズ、高倉ワイズ、角谷
ワイズで参加。西日本区の諸問題が見えてきた。予算的なところ
が厳しく、毎年150万もの赤字を出している。このままでは破綻す
る。
メンバー増強の課題。５人以上集まれば、新クラブを作ることが
できることになっているが、これについての祝い金として50万円
は多すぎるとの見解。見直しに入ることになった。活動経費の件
についても、見直しの方向。

役員会議案
議案１ 次期ウエスト40周年記念事業費用を、ファンドを取り崩し、
金額300,000円 立替支払いとする。 承認
議案2 茂山智廣ワイズ（広義会員）は、体調不良と諸事情により、
本人の申し出により今期をもって退会とする。 承認
議案3 ４０周年を控え、草野功労会員のメンバーとしての復帰を、
全員が望んでいる事をお伝えする。 承認


