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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
語
国際会長 Jennifer Jones (オーストラリア)
「より良い明日のために今日を築く」
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 戸所岩雄（彦根シャトークラブ）
主題「“風となれ、ひかりとなれ”」
副題「“こころ豊かにあるために、輝くために”」
京都部部長 島田博司（京都ウエスト）
限界を超えろ！ ～Ｙ's Ｐower？ Ｎo Ⅼimit！～

第４０代

協

会⻑主題

西日本区強調月間
国際協会の一員であることを認識し、BE/EF目的を
理解した上で積極的に協力しましょう。
前田香代子 国際･交流事業主任
（熊本ジェーンズクラブ）

今月の聖句

互いに忍びあい、責めるべきことがあっても、
赦し合いなさい。主があなたがたを赦してくださっ
たように、あなたがたも同じようにしなさい。
コロサイの信徒への手紙

調

会 ⻑

吉川 忠

副会⻑

佐治幹生・市橋清太郎

書 記

胡内大輔・河合久美子

会 計

中野かおる

BF・EF 交流事業の活動について

交流委員長 安田繁治

先日の8月30日(金)に国際交流事業主査 前田香代子ワイズ(熊本ジェーンズクラブ)
が来京され、京都部国際・交流事業 ファンド懇談会に出席して頂き「国際・交流事
業の現状報告と今後」についての講演があり、7月からの事業計画に沿っての報告（ア
ジア太平洋地域大会等）後に10月は西日本区のBF・EF協調月間であり 古切手の収集
に協力の要請がありました。ここで皆様にもう一度BF・EFの認識をして頂きたく思い
ます。BF(Brotherhood Fund ブラザーフッド資金)国際
役員やBF代表が公式行事に参加する旅費などの資金源
として、全ワイズメンの参加によって集められる資金、使用済み郵便切手を集め、
切手市場で換金している。以前はビショップ・ファンドと言われていた。切手を有
効に換金するために奉仕する専門家のワイズメンをフィラリストといい、またこの資金の支出面を担当する委員会
が国際にBFEC（Brotherhood Fund Expendi-ture committee) として設置されている。(Rosteryより)EF（Endowmen
nt Fund エンダウメント資金)各クラブ記念ごとの献金以上が献金の内容の説明で、何のため
に切手を集めているのかを、把握して頂けたかと思います。またこれらの他にSTEP事業（ユー
ス短期交流事業）Short Time Youth Exchange Programワイズリングスを対象とした3週間か
ら12週間の短期交流制度これらは事業の一部として今回は紹介させて頂きましたが、まだま
だ私たちは周知しなければならない事が沢山あると改めて思いました。

メンバー数

会
員
広義･功労
特別ﾒﾈｯﾄ
合 計

33名
3名
1名

37名

9月出席率100％
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ含む
８月出席率100％

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

22名
0名
1名
0名
0名
0名

23名

第二例会（部会）

ニコニコ

ファンド

メ
ン 33名 前月累計 22564円 前月累計
広 義 ･ 功 労 ２名 9月
０円 9月
メ ネ ッ ト ５名 累 計
22564円 合計
0名
コメット
豪雨震災募⾦
0名
ゲ ス ト
前月累計
0円
0名
ビジター
９月
0円
合
計
円
合 計
４０名

11290円
０円
11290円

9月1日(日)メネット・女性メンバーの集い
河合久美子 内部書記
9月1日(日)ホテルオー
クラにて、京都部部会
に先立って「京都部メ
ネット・女性メンバー
の集い」が開催され、
京都部はじめ西日本区
各地より46名が集いま
した。理事、主任、部長の三名の男性を除くと、参加者
は全て女性です。美味しいお弁当をいただいた後、ウエ
ストクラブ輩出の岩本敬子メネット事業主査の司会のも
と、主任・主査の方針説明、３名のスピーカーから本音
での問題提起（内２名は森田メネット、桂ワイズ）、集
いに先立って行われたアンケートの集計結果報告（鈴木
メネットより報告）が行われ、その後各テーブルに分か
れ、それらを受けてディスカッションが行われました。

登録が漏れていた人が
数人おられ対応に少々
手間取りました。また、
今回の部長次第は「限
界を超えろ」がテーマ
でしたのでウエストク
ラブ一丸となって４０
０名を超える方々のおもてなしにしっかり挑みました。
第一部は、オープニングでストーンバランサーの池西さ
んが見事に会場の中でストーンバランスを成功されまし
た。そして静から動へ、京都部１８クラブのクラブ会長
の登壇、サッカーワールドカッ
プのテーマ曲にのり颯爽と各
会長が入場されました、そし
て京都部役員入場、全員そろっ
たことで初の試み？集合写真。
その後島田部長の開会点鐘、開会宣言へと続きました、
来賓にはYM CAをはじめ沢
山の来賓の方柄、そして
門川市長をはじめ皆様方
からお言葉を頂きました、
非常に「静と動」をはっ
きり出たメリハリの利い
た部会第一部でした。

9月1日(日)京都部部会第２部
粉川尚子 ブリテン委員長
メネット事業廃止でよいのではとの意見も多かった中、
形式は残して中身を見直せばよいのではとの意見もあり、
また各クラブのメネットや女性メンバーを取り巻く現状
を知ることもでき、将来像について想いを巡らせる有意
義な時間となりました。ウ
エストからはメネット6名、
女性メンバー6名、島田部
長が参加、檀上での発表や
テーブルでの進行・記録、
受付などに全員が役割を担
い、集いの開催をホストさ
せていただきました。

9月1日(日)京都部部会第１部
澤田長利 京都部部会運営リーダー
９月１日第２４回京都部部会が京都ホテルオークラで
行われました、今回はウェストクラブがホストとなり、
当日の運営リーダーをさせていただきました、受付では

第二部は、京都部に属する18クラブの会長（代理を含
む）が次々に登壇、自クラブの今後5年先、10年先の将
来像についてスピーチをされました。
西日本区、東日本区を見渡しても、最多の18クラブを
有する京都部のこと、スピーチをされる会長の個性も様々、
クラブの現状も様々です。歴史あるクラブ、歴史の浅い
クラブ、会員数か多いクラブ、会員数が少ないクラブ、
新入会員がどんどん入り活気づいているクラブもあれば、
メンバーが増えず減る一方と嘆くクラブ…、また会長の
登壇に大騒ぎする若々しいクラブもあれば、メンバーの
高齢化を自虐的に紹介するクラブもありました。
会員数が多く、若々しく（メンバーの年齢とは関係な
く）、活気があるクラブがあること、それはそれだけで
もちろん素晴らしいことですが、メンバーそのもの、ま
たクラブのあり方が多様化している現状を、部会に集ま
る皆でシェアできたことが素晴らしかったと思います。
さすがクラブ数最多を誇る京都部ならでは時間でした。
その後、森田ワイズ将来構想特別委員会委員長、島田
京都部部長のスピーチと続きました。京都部の皆様、さ
らに全国のワイズメンの皆様へのメッセージを発するお
二人が、わがウエストクラブのメンバーであることを会
場のウエストメンバーすべてが誇りに思い、一緒にワイ
ズダムを盛り上げていこうとした思えた時間でした。
第二部では、グローバルクラブの森下克己会長、zeroク
ラブの西村寛子ワイズに対するブースター賞の表彰もあ
りました。やはり、「数」も大きなパワーであることは
間違いありません。限界を超えていく京都部、そのパワー

が垣間見えた第二部でした。

か販売できませんでした。熱気球
やカヌーなどの企画をされていま

9月１日（土）京都部部会第３部
藤居一彦 京都部部会総務リーダー

したが、それぞれのブース大半が
低調で手持ち無沙汰の状況でした。

1部で池西さんの素晴ら

私も今回はじめて参加しましたが

しいパフォーマンスと、
京都部の各会長の元気の

京都部からは6クラブの協賛で運
営されていましたが盛り上りもな

ある顔！を見せて頂きま

く始まり終了しました。労力と材料費を考えますとロス

した。2部では、京都部の

が多いと思います。次期の参加は現状の状況では再考し

各クラブの5年後、10年後
の発表を聞かせて頂き、色々な意見に感心しました。さぁ

てもいいのでは。暑さのなか吉川会長始め高田、佐治、
塚本、安田、牧野、河合、福田、山田、各ワイズと加藤

楽しい第3部です！和紗さんの美しい歌声に感心し、中村

の参加でした。皆さんお疲れ様でした。

次期部長の乾杯で始まりました。各クラブ紹介では、ど
のクラブも元気よく、どんどんお酒は進み、時間の経つ
のは早いですね。最後の佐治実行委員長の挨拶は感動し
ました！全員でお客様をお見送りし、楽しい第24回京都
部部会は終了しました。

9月8日(日)リトセンワーク
市橋清太郎 副会長
台風接近で週間予報では雨でしたが、運良く台風はそ
れて、良い天気になりました。この日は中部部会と重なっ
た為、京都部島田部長らキャビネットはそちらに行かれ
ましたが、それでも11名のメンバー・メネットが集まり
ました。
我がクラブは今回も昼食のカレー担当です。もはや定職
の感があり、みんなかなり手慣れてきました。せっせと
野菜の下ごしらえを進め、炊飯、お茶の用意、食堂の掃
除と無駄のない動きで順調に進み11:30にはほぼ準備完了
です！ただ彩り野菜への福田メネットのこだわりが強く
(笑)、配膳の直前でトッピングの野菜のみを炒めたこと
で、後から食堂に来場する人ほど具材が多いというラッ
キーな事に…残り物には福がありですね。

あ そぼ 会
中原 一晃
久しぶりのあそぼ会、塚本ワイズ
の段取りで祇園の京町屋ダイニング
ここ家八坂別邸。路地の奥を入って
行くと、普通の家？いえいえ、ここ
でした。席に着くなりオーナーので
こさんの説明。何と綺麗な舞妓ちゃ
ん。年齢は１６歳だそうです。外見から何年くらい修
行をつんでいるのかが伺える化粧や髪の結いかた。着
物の選び方など、細かい習わしと日頃のお稽古など、
知らない世界の説明を受け日本の引き継がれている文
化を見せて頂きました。3種の前菜から食事は水炊き
の鶏鍋あっさりしています。ローストチキンに。お鍋
には〆のラーメンと満腹になりました。本日参加は11
名 の メン バ ー と 4 名 の
ゲストさん、このうち
3 名 の 方 か ら、 ウ エ ス
トに入りたい宣言！何
とありがたいこと。40
名も目前です。

100人前のカレーを無事提供し、若干のあまり(おかわり
が少なかった)も参加メンバーで分担して持ち帰り、食品
ロスも出す事なく完璧なカレーワークでした！

９ 月 １ ５ 日 (日 )

サバエ秋の準備ワーク
加 藤秀行

3日
10日
19日

9月15日にサバエ秋祭りが開催されました。天気もよく
気温は30度を越える暑さでしたがウエストからは10名の

24日

参加でフランクフルト わらび餅 ヨーヨーの担当をしま

27日

したが食品は昨年の100食より50食増やして欲しいとの要
望があり増量しましたが結果的には100食に届かない数し

２ ０１ ９年１ ０月 スケジ ュー ル
木
三役会
19:00 京都YMCA
オープン役員
木
19:00
京都YMCA
(第一例会)
ポテト配達
土
後報
丸進運輸
ワーク
第二例会
木
19:00 東急ホテル
部⻑公式訪問
土

ワイズデー

後報

三条商店街

２０ １９年 １１ 月ス ケジュ ール
3日

日

７日

木

14日

木

17日

日

17日

日

28日

木

京都YMCAチャリティー
デイ・国際協⼒募⾦

三役会
オープン役員
(第一例会)
リトセンオータ
ムフェスタ
みやこふれあい
祭り
第二例会
EMC例会

後報

後報

19:00

京都YMCA

19:00

京都YMCA

後報

リトセン

後報

⻄院中学

19:00

フォーチュン
ガーデン

9/19(木) 9月 吉川期 役員会議事録

兼通算第859回
司会 河合書記 議事録作成者指名 奥田CS委員⻑
前月議事録確認の件 高田Yサ委員⻑（9/15発信）

＜報告事項＞

1、8/10（土）竹林ワーク報告 メン15人 コメット、メネット、マ
ゴメット4人 ゲスト2名 特義会2名 合計23名
流しソーメンと、スイカ割をおこなった。徳義会のお子さんが一人
だけだったことが少し残念ではあった。次回以降の反省点とします。
暑さ対策として、タープをはったり、牛乳パックの氷を持参しました。
2、8/22（木）納涼例会報告 たくさんのゲストにきてもらえた。ゼ
ロクラブともたのしくできた。
3、8/23（⾦）京都部PR委員会 報告 人数が集まっていない 吉田P
R委員⻑より頑張りましょうと話があった。チラシが新しくなりまし
た。QRコードがついているため、QRでも、応募可能だが、誰からの
紹介かわからなくなるので注意。
4、8/30（⾦）京都部国際・交流懇談会 報告 ホテルモントレー京
都にて開催。国際交流事業の現状と今後。各クラブどのように交流す
るかの講演があった。各クラブのファンド等のPRが最後にあった。
60名以上の参加。
5、8/31（土）平安徳義会夏祭り 報告
吉川会⻑、河合書記、奥田 3名にて参加。一部模擬店にてゲーム
（ピンボールやコイン落とし）。二部グラウンドにて手持ち花火大会。
先方の希望により、ジュース208本を贈呈した。
6、9/ 1（日）第24回京都部部会 報告 登録429人（来賓込み） 良
かった点：ありがちな時間が押すということもなくスムーズにすすん
だ。悪かった点：1年以上前から話があったのに、周知がうまくでき
なかったため、直前一ヶ月で色々決まっていく形になった。チームを
分けたものの、チームの統率がうまくとれていなかった。その他思う
ところは色々あるため、40周年に向けての参考にもなるため、メー
ル等で別に送る予定。
7、9/ 1（日）京都部メネットと⼥性メンバーの集い 報告
メネット15名。⼥性メンバー25名。コメット3名。（来賓）男性メ
ンバー3名（理事、主任、部⻑）。⼥性だけで話ができるよう段取り
した。報告内容については⻄日本のHP通信をみてください。来月位
に今回の集いの提案内容が載る予定。
8、9/ 1（日）京都部評議会 報告 議案は全て承認。京都部では会⻑
にスポットを当てていただきいろいろとためになった。
9、9/ 7（土）びわこ部部会 報告 岩本：140名位集まっていた。横
断幕を書道で書くイベントがあった。近江商人3方良しの話があり、
食事も話も良かった。
10、9/ 8（日）中部部会 報告 一番人数が減っている地区。
100人くらい集まっていた。内容は音楽療法の話。高齢社会に有効
だとのこと。声を出すことが健康によいとのこと
11、9/ 8（日）リトセン秋の準備ワーク（食事担当） 報告
全体で100名 彩り野菜カレーを作った。暑かったので、あまり食
が進まなかった点が残念でしたが、おいしくできました。
12、9/13（⾦）ワイズデー グローバル・キャピタル合同実⾏委員会
報告 ワイズデー12：00〜18：00。ステージで大学生音楽予定。⽴
命大学ジャズバンド、同志社大学軽音楽、3条商店街から2組バンド
予定。ウエストクラブはステージの設営と運営の方が要請された。チャ
レンジ中もステージが続く。受付キャピタル。運営はグローバルが担
当する。
13、9/15（日）サバエ秋祭り 報告 ウエスト10名参加。フランク
フルト、ヨーヨー釣り、わらび餅を販売した。例年100食だが、今回
はYMCAより150食要請があり用意したが売れなかった。
14、9/16（月祝）阪和部部会 報告
全員で151名。ウエストは参加6名。広島の被爆2世の方が話をされ
た。懇親会の席順は当日くじ引き決まる形で決まった。
15、10/12（土）竹林ワークについて
徳義会さんの子供を今呼んでいる。人数は未定。10/22の徳義会13
0周年記念⾏事へとつながる流れ。徳義会のお子さんと野外料理を作
ることを通して、交流することを目指している。メニューは未定だが、
パエリアとか、カレーとか、ちょっと野外料理感がでるものを考える。
16、10/19（土）ポテトファンド・ワークについて、各種ファンド報
告 9月10日に一旦発注。ウエストは現状906箱。4つクラブ合計で2
200位。寺井さんは今年発注なし。当日は、4クラブがグチャグチャ
になるので、数量が少ないクラブから順番に入ることで、統制をとる
やり方がどうかという話になっている。川⼾さんが今年で最後の予定
のため（今年176箱）、来年からは発注が減る予定。発注数量は10月
19日の2週間前まで変更可能。
17、10/22（火）平安徳義会130周年記念⾏事について別紙配布。以
下要点。10/22日(火･祝)11〜13時 場所：京都エミナース 参加人
数：お子さん70名12：10〜ワイズメンズクラブの方による出し物
ワイズ参加費 5000円/人
18、10/24（木）部⻑公式訪問例会についてお食事をお弁当にして、
部⻑の話をしてもらう時間を確保している。入会式も予定。
19、野々口敬祐さんの入会について 吉川：入会者が増えてきた。明
るい未来。市橋：何度もこれまで参加してもらってきた。やっと仕事
も軌道に乗ってきたということで、今回入会を快諾された。
20、11/28（木）11月第二例会の会場変更について（東急H→フォー
チュンガーデン京都）EMC例会という⾒地より通常よりも美味しい食
事と美味しいお酒をゲストに用意したい。また、たまには違う会場と
いう気持ちもあり、東急ではない場所を今回使った。
21、京都部各クラブ部⻑公式訪問 随⾏報告 佐治：8/21京都グロー
バル。楽しい雰囲気とやるべきことのメリハリがあり、勉強になった。
安田：8/26京都めいぷる。メンバー22〜3名だが、京都部会は15〜
6名。少し寂しい感じがした。山川さんは頑張っていた。牧野：8/28
京都パレス。ウエストの親クラブということもあり、ホッとする雰囲
気。⼥性メンバー増えていた 9/10京都。該当者なし
22、京都部各クラブ部⻑公式訪問 随⾏について
（以下予定）10/2京都プリンス 奥田。10/19トップス 中野。10/
24ウエストの例会があるため該当者なし。10/29京都エイブル 林
茂、佐治。11/27 佐治、奥田。1/16 該当者なし。

23、⻄日本区各部部会 随⾏について 日程と参加予定者について一読。
10月26日は、ワイズデー直前のため欠席
24、EMC委員会主催 あそぼ会について 例会以外にもゲストのかたと
楽しめる機会作った。9月芸子さん、10月グルメ、11月カニ食べる会・・・。
参加費12000円。
25、⻄日本区大会表彰のワッペンの管理、フラッグの新調について⻄日
本区大会で表彰されるとワッペンがもらえる。フラッグ作ってもすぐ
いっぱいになる。たまってしまうので、フラッグを増やすのをやめる。
額を買ってそこに飾る。一年間飾って、次の年にもらったものに入れ
替えるというやり方に変えていく
26、京都部部会参加の特別メネット、メネット、広義・功労会員への登
録費補助について手伝っていただいた上に、実費で参加されている上
記該当者に対して、半額補助したいと3役で一致したため、議案にて決
議をとる。

＜協議事項＞

1、10/22（火）平安徳義会130周年記念⾏事への補助⾦拠出について
徳義会130周年イベントとして、10月22日食事会と2月11日式典の2
つを計画。園としては、食事会のために予算50万円を用意した。が、
内容が少し寂しく、もう少しあると子供たちに喜んでもらえるとのこ
と。そこで、ウエストに5万円の⾦銭補助の要請があり今回の拠出にい
たった。今回はCS予算の徳義会分から出す予定。
→CS予算が今後足りなくなっていくことが予想されるため、その場合は
40周年予算からも出すことも検討する。
→実際に使う場合は、ルールとしては役員会で協議だが、一回一回協議
にあげると大変なので、徳義会予算枠をあらかじめとっておいて、そ
の中で使った方がいい。実際にそういった場面が来た時に、再度議案
をおこなう。 奥田CS委員⻑
2、10/27（日）ワイズデーについて 参加人数、模擬店出店協⼒他各
クラブに人数を確認している。ウエストは150人。
ステージ：リーダー澤田、サブリーダー 佐治
模擬店：（奥田）みやこ作業所さんへ問い合わせたところ、ソフトク
リームにて出店希望。→通常ソフトクリームの場合だと、保健所の指
導があるが、みやこ作業所のソフトクリームは不要とのこと。ただ、
再度みやこさんへそのことについて確認する。
澤田PR委員

＜ＹＭＣＡ関係＞
1、10/5（土）6（日）エイズ文化フォーラムについて
龍谷大学深草キャンパスにておこなう。

2、10/20（日）SO鴨川チャリティートーチウォークついて
植物園から御池中学校 トークしながら歩くイベント。YMCAが参加す
るため、興味ある人は参加下さい。ウエストより1万円献⾦する（CS予
算）。YMCAに渡す。 高田Yサ委員⻑
3、10/30（水）京都YMCAチャリティーゴルフについて
ご参加の方よろしくおねがいします 胡内書記（欠席）
4、11/3（日）京都YMCAチャリティーデーについて
YMCAの創⽴130周年の日。例年のネパール募⾦にかわり、チャリティー
デーをおこなう。チャリティーバザー（商品募集）。国際街頭募⾦予
定（徳義会さんも募⾦参加）。高田Yサ委員⻑
5、11/17（日）リトセンオータムフェスタ 実⾏委員選出、出店協⼒
について 例年通りジャンボ餃子
高田Yサ委員⻑
6、YMCA三条保育園 子育て支援企画協⼒のお願い、給食調理補助の方
募集の件 河合書記

＜京都部関係＞

1、京都部キャビネット報告 京都部部会関係：部会はじめ、現状全て
滞りなく完了できたことに感謝。ワイズデーについて：知り合いを連
れてきてほしい。監視員が、参加者50名に１人必要。それだけでもトー
タル20人必要。大学のサークルといったところで、まとまってきても
らえたらと思ったりしている。
牧野京都部書記
＜その他＞
1、ウエストクラブ40周年記念事業進捗状況 市橋実⾏委員⻑

全メンバーのチーム分けを⾏なった。これから本格的に動いてい
く。重複している方もいる。企画・運営は記念例会のことで動い
ていく。企画の仕事が終わったら、そのまま運営の仕事に移って
いくということを考えている。記念アクトはCSアクト「徳義会」
とYMCAアクトの2本⽴て、DBC・IBC接待：各地からたくさんの
方が来られるため、前後の日に接待を⾏うための役割、記念ファ
ンド(リーダなし)：オリジナルワインを検討中。

＜報告内容については別途40周年実⾏委員会議事録を参照＞

2、ワイズ将来構想について
次の５つを報告する。①９つの部会全部を回る予定 ②九州、六
甲、中⻄部、・・・3年やっているが、減少が止まらない（25人減っ
ている） ③新生ワイズ起こしニュースを発⾏した（現⾏配布）。
Q &A
④スローガン決定。 優秀作品：「ワイズ１００周年！
輝く歴史を未来まで！」広島クラブ ⾦子 敏郎ワイズ 次点作品：
「君よ ワイズの風になれ！」彦根シャトークラブ ⼾所 岩雄ワイ
ズ。 全部で20個程度応募があった。 ⑤新生ワイズ起こしソン
グが完成。それぞれの場面で歌ってもらえるようしていきたい。
＜役員会議案＞
議案１ 京都部部会参加の特別メネット、メネット、広義・功労会員に対
して、一人あたり5,000円の補助を⾏う。
承認
議案2 11月第二例会（EMC例会）の会場を東急ホテルからフォーチュ
ンガーデン京都へ変更する。 承認
議案3 市橋ワイズ紹介 野々口敬祐さん 10月第二例会にて入会式を
⾏い、入会日は11/1とする。配属は交流委員会とする。 承認

Happy Birthday

6日 鈴木けい子 15日 奥田英詔
10日

Happy Anniversary

加藤秀⾏・晶実 20日

林茂・宏美

