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「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)
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主題 ”Action !”(アクション)

「With Pride and Pleasure」（誇りと喜びをもって）

西西西西日日日日本本本本区区区区理理理理事事事事 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”」

京京京京都都都都部部部部部部部部長長長長 島田博司（京都ウエスト）
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Club Office

京都ＹＭＣＡ本館

〒604 中京区三条柳馬場角

TEL(075)231-4388

今今今今月月月月のののの聖聖聖聖句句句句

マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けな
さい。その子は自分の⺠を罪から救うからである。

マタイによる福音書1章２１節
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前月累計 40,564円
11月 ０円
累 計 22564円

会 員
広義･功労
特別ﾒﾈｯ ﾄ

11月出席率82.9％
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10月出席率94.1％ 25名 35名
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メ ネ ッ ト
コ メ ッ ト
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ビ ジ タ ー
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前月累計
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0円
0円
円

豪雨震災募⾦

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

Eを⾏うには、メンバー増強とクラブ内での中堅メ
ンバ育成が必要。YES献⾦は新クラブ設⽴資⾦です。

牧野篤文 EMC事業主任

西西西西日日日日本本本本区区区区強強強強調調調調月月月月間間間間

この吉川会⻑期に3名の入会者を迎える事は、凄い事で！本当にありがとうございました！今までの会⻑、ＥＭ
Ｃドライバー委員会、勿論メンバーすべてが機運を高めて来た結果だと誰もが思うところです。実はＥＭＣ委員⻑
をお引き受けした時は、自身のやれる年頃は遥かに過ぎて気の重い事でした。しかし久しぶりに役を引き受けてみ
てわかった事で、それぞれ委員⻑は大変な思いをして来られた事を知りました。
「枯れ木も山の賑わい」頑張ろうと思いました。取り敢えず正直みんなようしはる。仕事でもないのにこれは何な
んだろう？お⾦を支払ってでも一生懸命やる。寝ないでもやらはる。駆り⽴てているものはその情熱は何なん？私
も問われれば、久し振りに委員⻑やらせていただいて、責任と重圧それにやりがいがあるからと、答えるかもしれ
ないが、それだけではない。周りを⾒ると皆いい人で正直者で、お節介で、骨身を惜しまない人たちの中にいるか
ら、ついついつられて飛び込んでしまった人の集まりと言えるのではないか。皆いい人ばっかりというところが、
魅かれるのではないだろうか。いやそれだけではない。共通項を持っているからだと思う。クラブメンバーは、殆
どが業種はそれぞれ異なるが事業者であり、経営に携わっていて、日夜事業の事で頭を悩ませている人である。
言ってしまうとのんびり時間を過ごしている人は少ない。なにやってもいつも気を走らせているし、周囲に目を配っ
ているし、怠りなく準備もし、段取りも早い。そういう中で発言し支持され⾏動するが、なにより孤独を知ってい
るし、他人を思いやれる人たちだとおもう。だからこそ、自分だけではないと確信できるし励みになる人の集まり
だと思う。私はメンバーが楽しく励みになり、成⻑の助けになり、クラブが居場所になるように、場を作っていき
たいと考えている。そんな仲間づくりを優先したいと考えたが、40周年を控え集まりも多く邪魔になるのは避けた
いが、気楽な会にメンバーがゲストを誘っていけるようにしたいと思う。忙しい人なればこそ、2回の例会の他に
もお誘いできるきっかけのある集まりを作っていかないと、参加してもらえないのではないかと考えている。

第一例会(役員会)

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

674,220円
０円

674,220円

ＥＭＣ活動について ＥＭＣ事業委員⻑ 桂厚子



11月2日は秋の竹林ワークの日でした。本来は10月12
日の予定でしたが、台風による大雨のため中止となり、
臨時でこの日に⾏うこととなりました。
ワークについては、助っ人の東前さんの指導の下、手際
よく間伐された竹林の焼却をはじめ、草刈といった形で
整備をすすめることができました。

また、竹林で育てていた栗の木ですが、今年ついに大
量の収穫をおこなうことができました。栗は市橋副会⻑
が中心となって調理もすすめました。ダッジオーブンを
使っての、蒸し栗作りしたが、調理中、栗は勢いよくは
じけて、⾦属製のオーブンの蓋が動くほどでした。
さて、実際に出来上がった蒸し栗でしたが、非常に甘く
ておいしいものもあり、収穫初年度としては、非常に思
い出に残るものとなりました。

栗については、収穫後時間が経ってしまっていたため、
傷みがすすんでいたものもあり、多々反省もありました
が、ワークと栗調理の２つのテーマをこなし、天気もよ
く、非常に満足な一日となりました。

お昼からYMCA国際協⼒募⾦に参加してきました。館
内でやっているバザーや出店に目が止まり、お世話され

ている河合ワイズか
ら阪神タオルを購入
したり、マレーシア
のタピオカ揚げに興
味を持って一巡りし
ました。部屋の中に
入って徳義会の生徒
さんと合流すると先
ほどのマレーシア料
理を召し上がってお
られたので、タビオ
カ揚げの話で自然に
盛り上がりました。
さて、国際募⾦のお

話に移りまして、場所は私も初めての寺町御池のアーケー
ド内になりました。台風19号の洪水災害に対しての募⾦
でした。両サイドに分かれて、通⾏人が意外と多いこと
にまず驚きました。徐々にお⾦を入れてもらえ、最終的
には4万8千円超の募⾦を集めることが出来ました。徳義
会の皆様、YMCA関連の皆様、吉川会⻑始めメンバーの
皆様、募⾦活動お疲れさまでした。

11月9日、快晴全開の淀競馬場に紳士淑⼥が10人集ま
りました。ドレスコード正装って野田ワイズから言われ
ていたので、スーツネクタイ着用でいつもの半パンツスー
ツはなし。と言いながら半信半疑でどこまでが正装なの
か疑っていました。

ところが、ゲストの方がお洒落な方でマフラーのスニー
カーで来られていました。入口でチェックを受けマフラー
取ってください。ネクタイは貸してあげるけど、靴は、
くずはモール迄買いに⾏ってください。と言われて入れ
てもらえなかった次第私の不覚でした。つまり馬主席に
入るためのチェックでそこまでの正装に驚きました。
ヘップバーンの名画マイフェアレディの初めて社交界レ
ビューで競馬場の1シーンを思い浮かべました。⼥子は
ほとんど初体験でした。フロアは隔離されていてガラス
張りのシートでした。馬主の野田ワイズの息子さんの川
勝社⻑も挨拶に⾒えました。

私たちは、川勝さんのワールドウィンズのデビュー戦
に武豊騎手の馬券を握りしめ、入会予定者の高橋さんの
教示に乗って全員賞⾦を射止めたのですが、とりわけ塚
本ワイズの勝負師は賞⾦⾦額が違うとお札と顔を⾒まし
た。

野田ワイズにはお忙しい中お世話になりました。

11月2日(土) ⻄山竹林ワーク
地域奉仕事業委員⻑ 奥田英詔

11月3日(日) YMCAの国際協⼒募⾦とバザー
Yサ委員 福田 英生

11月9日(木) EMCあそぼ会（淀競馬）
EMC委員⻑ 桂厚子



京都YMCAリトリートセンターにて、オータムフェスタ
が開催されました。ウエストクラブから7名の参加、徳義
会から先生2名お子様8名が遊びに来てくださりました。
ウエストの出店は、恒例のジャンボ餃子！福田メネット
料理⻑がとても美味しく焼いてくださり、焼き上がる度
に即売り切れで好評でした。徳義会の皆様には、和菓子
作り体験に、徳義会チームで玉入れにも参加していただ
き、お子様も楽しんでくれました。少し肌寒い日でした
が、ご参加いただいた皆様ありがとうございました！ふ
れあい祭りに参加された皆様もお疲れ様です！
出席者:島田、塚本、加藤、岩本、河合、福田メネ、高田

晴天に恵まれ、爽やかな朝になりふれあい祭りに参加し
ました。例年通り、焼きソバと[焼きソバ]と[わらび餅]を
担当しました。用意された材料を慣れた手つきでコテを
上手に使って楽しそうに焼いている、安平ワイズ、入会
予定の萬谷さんの頑張りで美味しそうな焼きソバが出来
上がりました。出だしは低調だったのですが(バザーの前
には沢山の人だかりが出来何を物色しているのかな〜)昼
前になると次々 に買いに来られてちょっと忙しい売り
子でした。用意 された材料を完売し
[わらび餅]も手分けして完売！裏方でソバをほぐしたり、
トレーの用意をしたりと、それぞれの場で助け合い楽し
いワークでした。

参加者：安平、角谷&コメット、胡内、澤田、奥田、牧野、
福田、鈴木（⻄院中学グラウンドにて)

11月28日（木）午後7時よりフォーチュンガーデンキョ
ウトにおいて、EMC例会（第二例会）が⾏われました。
その日は、私がお誘いした角田憲彦さんと澤田ワイズが
お誘いした高橋莊司さんの入会式がメインの例会であり
ました。

最近のワイズ⾏事でゲストとして角田さんが出席の時
には必ず私と一緒に⾏っておりました。その日も一緒に
⾏くのにタクシーで迎えに⾏って、乗り込んで来たとき
に服装をみて、少しびっくりしました。

以前からお会いした時に服装のことを話していたので
すが、ホテルの時はスーツで、それ以外は基本的に私服
であれば特に決まりは無いと話をしておりましたので、
その日はいつもの例会会場である、東急ホテルではなかっ
たので、スーツを着ていくと思っていなかったと言われ
ました。

着替えようかと言われましたが、時間が無く、まして
本人の入会式ですので遅刻は出来ないと思い、そのまま
会場へ向かいました。

幸いにも、きつくお叱りを受けることはありませんで
したが、入会式は厳粛な中、⾏うものとの認識がありま
したので猛省です。

EMC例会の⾏事については、お二人の入会式が終わっ
てあとは、桂EMC委員⻑がメインになり考えて頂いた企
画で、メンバーの人にサイコロを振ってもらい、色んな
話を聞くという流れで会は進んでいき、あまり聞けない
メンバーの色々な話を聞けて楽しかったです。

11月17日(日) リトセンオータムフェスタ
Yサ・ユース委員⻑ 髙田 奈波

11月17日(日) みやこふれあいまつり
交流委員会 鈴木けい子

11月28日(木) EMC例会(第二例会)
EMC委員 林 茂



11/14(木)11月 吉川期 役員会議事録 兼通算第862回
司会 河合書記 議事録作成者指名 中川Dｒ委員⻑
前月議事録確認の件 （11/2発信） 桂EMC委員⻑
＜報告事項 ＞
1.10/12（土）、11/2（土）竹林ワーク報告
台風のため日程変更し、小規模となった。近隣の方の手伝いを得
て栗を収穫。冷蔵庫で保存したところ一部傷んだ。来年はこの反
省を生かす。ブリテン参照。 奥田CS委員⻑（書面報告）

2.10/19（土）ポテトファンド・ワーク報告
ブリテンで報告予定（四方ファンド委員⻑欠席のため）
3.10/22（火）平安徳義会130周年記念⾏事（食事会）報告
11名参加。子どもたちと触れ合えるゲームをし、好評だった。司
会の奥田ワイズが頑張っていた。徳義会の上映したビデオは、設
⽴から今までのウエストとの関りや海水浴の映像などがあり、新
鮮だった。来年2月の本チャンが楽しみ。 林正CS委員

4.10/24（木）部⻑公式訪問例会報告
野々口さんの入会式、京都部役員スピーチ、エイブルクラブ記念
例会アピールなど盛りだくさんだったが、皆様の協⼒のお陰で時
間内に⾏うことができた。ワイズデーの直前で、京都部役員のス
ピーチに勢いがあった。 中川DR委員⻑

5.10/27（日）ワイズデー報告
980名が参加し、919名の成功でギネスを達成した。参加者にワイ
ズとは何かを分かってもらえた。朝早くからのスタッフの協⼒で
つつがなく実施できた。ただ、近所からは、うるさいとの苦情が
あった。お疲れ様でした。ギネス公式認定証が欲しい人は11月2
0日までに申込みを。 澤田PR委員

佐治副会⻑
6.10/29（火）京都エイブルクラブ 部⻑公式訪問 随⾏報告
島田部⻑に佐治ワイズ、林茂ワイズが随⾏。平均年齢が高く、少
人数ながらも、活気のあるクラブだった。 林茂EMC委員

7.10/30（水）京都YMCAチャリティーゴルフ報告
ゲスト（山口さん）含め8名が参加。天候に恵まれた。表彰式でウ
エストが多数表彰。収益45万円超となった。 角谷交流委員

8.11/3（日）京都YMCAチャリティーデー＆国際協⼒募⾦報告
ウエストから10名、先生2名、子ども3名が、カレーを美味しく食
べた後、街頭募⾦活動をした。多くの募⾦が集まった（ウエスト
で4万8455円、全体で30万円超）。午前のバザーの収益は7万円
超だった。 高田Yサ委員⻑

奥田CS委員⻑（書面報告）
9.11/9（土）EMC委員会主催あそぼ会「馬と遊んでみる会」報告
入会予定の高橋さんがゲストとして参加。馬主の川勝さんの馬の
デビュー戦だった。⼥性、競馬初体験の人が多かった。馬主席の
ドレスコードの周知が不十分だった。 桂EMC委員⻑

10.11/17（日）みやこふれあい祭りについて
⻄院中で開催予定。昼前後は屋台が忙しく10人前後必要。ワイズ
メン10名のほか萬谷さんがゲストとして参加予定。9時30分集合、
11時開始。ウエストのエプロン・ジャンパーで。 牧野CS委員

11.11/17（日）リトセンオータムフェスタについて
7名参加予定。9時30分集合。ウィンドブレーカー、エプロン（緑）
で。ジャンボ餃子を作る。13時〜玉入大会、14時閉会予定。
高田Yサ委員⻑

12.角田憲彦さん、高橋壮司さん 入会の件
ＥＭＣ例会という重要な例会で入会となりよかった。
林茂ワイズ、澤田ワイズより、それぞれ、会員推薦書兼登録簿の
記載に沿って紹介。 吉川会⻑・林茂ワイズ・澤田ワイズ

13.11/28（木）EMC例会、入会式について
いつもと会場を変え、料理をグレードアップする。18時30分スター
ト、21時閉会予定。入会式のオリエンテーションを同日17時20
分から、リハーサルを18時から⾏う。ゲスト会費7000円。牧野
主任・山下主任・入会者・ゲストのスピーチを各人8分くらいま
でで予定。二次会は京都ビアホールの予定（1人2500円）。
桂EMC委員⻑

14.12/21（土）クリスマス例会について
桂ＥＭＣ委員⻑を委員⻑としてＰＴを⽴上げることを考えている。
（議案書議案１参照） 中川DR委員⻑

桂EMC委員⻑
15.12/27（⾦）ウエスト忘年会について
会場は韓国さくら亭(仏光寺通北側)。30〜40名を予定。吉川会⻑
佐治副会⻑
16.京都部各クラブ部⻑公式訪問 今後の随⾏について
11/27（水）京都トゥービー
佐治ワイズ、奥田ワイズの2名で随⾏予定。最後の訪問（3クラブ
合同の新年例会と重なる日は訪問を予定していないため）。
安田交流委員⻑

17.各事業委員会報告 各事業委員⻑
ＥＭＣ例会にゲストのお誘いを。2日前までに参加連絡を。（桂Ｅ
ＭＣ委員⻑）

ブリテンは原稿が揃ったので急ぎ発⾏する。今月の原稿依頼を追っ
てする予定。（粉川ブリテン広報委員⻑）

交流委員会を11月27日に40周年総務委員会と合同で⾏う。台北・
熊本⻄のゲストと5月5日の夜に交流したい。その後4日間の旅⾏
予定があるが、エンターテインメントを考える。（安田交流委員
⻑）

＜協議事項＞
1.クリスマス例会 PT、登録費について 吉川会⻑
2.12月第一例会（オープン役員会）、三役会の日程変更について

役員会12/12（木）→12/5（木） 三役会12/5（木）→
11/25（月）吉川会⻑

＜他クラブ関係＞
1.11/21（木）5クラブ合同例会（センチュリー、エイブル、みや
び、東稜、ウェル）

11月18日まで登録ＯＫ 胡内書記

2.12/8（日）京都ウェルクラブ「第4回CS（動物愛護）チャリティー
ゴルフコンペ大会」

3.2/15（土）京都エイブルクラブ30周年記念例会 胡内書記
＜ＹＭＣＡ関係＞
1.11/30（土）京都YMCA/YWCA合同祈祷週プログラムについ
て

スリランカの方の講師2名に、大津波・内戦をどう乗り切ったの
かをお話しいただく。参加費1人500円。今のところ6名参加予
定。18時30分〜22時30分の予定だが、手伝える人は18時に来
て欲しい。 高田Yサ委員⻑

2.12/18（水）〜20（⾦）京都YMCAロビーコンサート、キャロ
リングについて

12月20日に聖⺟学院のハンドベルが⾏われる（ウエストが協賛）。
参加いただきたい。 高田Yサ委員⻑

＜京都部関係＞
1.京都部キャビネット報告
ワイズデー、ご協⼒ありがとうございました。他クラブと⻑い時
間交流できた。前日のハロウィーンコンサートから騒音が続い
ていたことで近所の人から警察に通報があった。商店街のスピー
カー（⻄側）からの音が割れて聞こえず、ゲストがイライラし
ていたのではないかといった問題はあった。

＜その他＞
1.ウエストクラブ40周年記念事業進捗状況
予算案を作成した。役員会後の全体会議でご意⾒を聞きたい。
市橋実⾏委員⻑

2.ワイズ将来構想について
10月26日の中⻄部部会で全ての部会が終わったが、アピールで
きた。会員を2000人にするためには500人増やさねばならない。
退会者が多いが、入って良かったと思うクラブを作らねばなら
ない。役員研修会では、レクチャーを少なくしディスカッショ
ンを多くしたい。 森田将来構想委員⻑

＜役員会議案＞
議案１ 12月第二例会（クリスマス例会）について 桂EMC委員
⻑をPT委員⻑とし、委員の選任は委員⻑一任とする。 承認

議案2 12月第二例会（クリスマス例会）の登録費を以下の⾦額
とする。
成人コメット ￥8,000→￥5,500（￥2,500補助・メネットと
同額）
未成年コメット ￥5,500→￥3,500（￥2,000補助）
児童・幼児（お子様メニュー）￥3,000→￥2,500（￥500補助）
ビジター・ゲストは￥8,000（実費相当）とする。
補助⾦は例会補助予算から拠出する。 承認

議案3 12月第一例会（オープン役員会）、三役会の日程につい
て
オープン役員会 12/12（木）→12/5（木）三役会 12/5
（木）→11/25（月）に変更する。承認

議案4 40周年事業予算（案）について、別紙の通りとする。
尚、必要ある場合は、費目の流用を認めるものとする。 承認

議案5 林茂ワイズ紹介 角田憲彦さん 11月第二例会にて入会
式を⾏い、入会日は12/1とする。配属はEMC委員会とする。

承認
議案6 澤田ワイズ紹介 高橋壮司さん 11月第二例会にて入会
式を⾏い、入会日は12/1とする。配属はファンド委員会とする。

承認

Happy Birthday
16日 林 茂 ２７日 澤田⻑利

8日 吉川香絵
Happy Anniversary

２２日 塚本勝己・由美
２３日 胡内大輔・陽子

２２２２００００１１１１９９９９年年年年１１１１２２２２月月月月ススススケケケケジジジジュュュューーーールルルル

11 /25 月 三役会 19:00 京都YMCA

5日 木 オープン役員
(第一例会) 19:00 京都YMCA

21日 土 クリスマス例会 18:00 東急ホテル

27日 ⾦ 忘年会 19:00 さくら亭

２２２２００００２２２２００００年年年年１１１１月月月月ススススケケケケジジジジュュュューーーールルルル

9日 木 三役会 19:00 京都YMCA

13日 月 WRM新年例会 17:00 ANAクラウン

16日 木 オープン役員
(第一例会) 19:00 京都YMCA


