
「強い義務感を持とう︕義務は全ての権利に伴う」
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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︕～

標 語

第４０代
会⻑主題

協 調

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
わたしたちは見えるものではなく、見えないものに

目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、

見えないものは永遠に存続するからです。

コリントの信徒への手紙二 第４章１８節
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1月 0円
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会 員
広義･功労
特別ﾒﾈｯﾄ

1月出席率89.2％
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1２月出席率88.8％ 21名 38名
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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、身近なボランティア、
献⾦にご協⼒お願いします。

渡壁 十郎 （⻑浜クラブ）

⻄日本区強調月間

今期私はCS(委員⻑地域奉仕(Community Service)・環境事業)委員⻑という役をいただ
きました。京都ウエストクラブに入って早くも3年、毎期新しい体験をさせていただいてお
り、そのたびに新しい発⾒があります。CS事業についても、最初から興味があったわけでは
ありませんでした。いや、むしろどこかで苦手な気持ちさえあったように思います。しかし
ながら・・・やってみると、これほど自分が思っていたことと、実際の活動の中で感じるこ
とが、こんなに大きく違っていることには本当に驚いています。CS委員⻑の役割は非常にや
りがいがあり、また、楽しいとも思っています。その点では、役を与えて頂いた?川会⻑に
は本当に感謝しております。

特に、支援先である平安徳義会さんの先生や生徒さんとの交流は、子供を持つ親として私
に多くの気づきを与えてくれます。育った環境や境遇は違えど、子供達は同じようなことに

悩んだり迷ったりしていました。そして、先生方もまた同様でお話をするたびに自分が親として感じている様々なこ
とについて、同じように悩みながら御子さんたちと接しておられることが良くわかりました。

さて、2月はTOF(Time Of Fast)の強化月間です。京都部でも様々なクラブでTOF例会が開催されるとおききして
います。京都ウエストクラブでも、このTOFにちなんで2月の第2例会はCS委員会が企画を担当することになってい
ます。今期のCS委員会は、竹林に始まり、徳義会さんのサポート、ワイズデーと、様々な活動をさせていただきま
した。そういった内容について、象徴するような例会ができたらと、現在準備をすすめているところであります。こ
れからも、楽しく、やりがいをもってCS活動をすすめていきたいと思います。クラブの皆様何卒宜しくお願い致し
ます。

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

677,620円
0円

677,620円

地域奉仕・環境事業委員⻑として 委員⻑ 奥田英詔



大阪中⻄部合同新年例会に参加してきました。通常、
あまり他部の新年例会に⾏くことはありませんが、今回
はDBCの大阪⻄クラブがホストされるということでお招
き頂きました。

淀屋橋にある大阪倶楽部という近代建築の由緒ある洋
館で開催され、100人余のワイズメンが集いました。ア
トラクションではコンクール⾦賞受賞常連の地元中学の
吹奏楽部が素晴らしい演奏を聞かせてくれ、料理は大阪
倶楽部自慢のたんシチューのコースを頂き、楽しい新年
のひと時となりました。
参加者︓森田、桂、中原、岩本、市橋

令和2年1月13日の祝日ANAクラウンプラザホテル京
都で⾏われました、冒頭本年度のホストクラブ洛中クラ
ブ会⻑の開会点鐘から始まり三クラブ部会⻑のそれぞれ
の挨拶から、にぎやかな会になりました総勢６１名でウェ
ストからは、ゲストさん1名平安徳議会からも今期卒業
予定者と先生方の参加を頂きました。イベント的には獅

子舞踊りを
披露してい
ただき新春
の新年会例
会を盛り上
げていただ
きました、
それぞれメ
ンバーの頭
を獅子舞に
かんでいた
だき新たな
門出をお祝
いいただき

ました。また例会の中では平安徳議会の卒業生から、進
学就職の思いを語っていただき大変良かったともいます。
またゲストの渡辺航さんも初めての参加でしたが「楽し
いひと時だった」と感想を頂きました。島田京都部部⻑
からも祝辞を頂きました。

またこれから三クラブがそれぞれ発展するためにはど
うすればよいかという課題も⾒えた感じがします、更な
る協⼒体制でワイズメンズ活動を盛り上げていこうとい
う例会になりました。

1月11日(土)中⻄部合同新年例会
市橋清太郎

1月1３日(月)WRM三クラブ合同新年例会
澤田⻑利



日本のバレンタインデー

バレンタインデーの始まりは3世紀、ローマの当時の
皇帝は、強兵策の一つとして兵士たちの結婚を禁止し
ていました。これに反対したバレンタイン司祭は、皇
帝の命に反し多くの兵士たちを結婚させました。この
ため皇帝の怒りをかい、ついに処刑されたということ
です。この殉教の日が⻄暦270年の2月14日で、バレン
タイン司祭は聖バレンタイとして敬われるようになり、
この日をローマカトリック教会では祭日とされている
そうです(諸説あり、詳しくはもっと複雑な事情がある
ようですが)。

一方日本では、バレンタインデーは⼥性から男性へ
愛の贈り物として、チョコレートを贈る習慣がありま
すが、現在の形のバレンタインデーは、1958年(昭和3
3年)2月メリーチョコレート会社(東京)は新宿・伊勢丹
の売り場に手書きで「バレンタインセール」の看板を
出したのが始まりだと言われています。ちなみに3日間
で売れたのは30円の板チョコ5枚と4円のカード5枚だ
けだったそうです。以後、多くのことが関係して「バ
レンタインデーにはチョコレートを⼥性から男性に」
という習慣が定着し、今日のような盛んな⾏事になっ
たようです。

最近ではいわゆる義理チョコは少なくなり、友チョ
コ、自分への贅沢チョコが主流になりつつあるようで
すね。
(参考文献:日本チョコレート・ココア協会HPより)

京都ウエスト40周年記念例会の会場の

京都国際会館ってどんなところ︖
2020年5月5日に開催する40周年が京都国際会館で
開催されます。知ってるようでしらない京都国際会
館についてちょっと紹介します。
当クラブの単独例会としては京都国際会館では初め
ての開催となりますが、去る1988年、設⽴9年目の
時に国際大会が京都で開かれ、そのときの会場がこ
の国際会館でした。実⾏委員会に当クラブから事務
局⻑・会計に森田ワイズが選任された他、多くのメ
ンバーが実⾏スタッフとして参加した思い出の会場
であります。

その京都国際会館の誕生の歴史を簡単に紹介しま
す。

1957年（昭和32年)我が国初の国際会議場の建設
が閣議決定され、以下の内容が盛り込まれました。
・主要な国際会議を積極的にわが国に招致する
・日本で開催される主要な国際会議は、東京と並ん
で京都を中心とする
・国際会議場の規模は、ニューヨークの国連ビル、
ジュネーブのパレ・デ・ナシオンに匹敵するものを
建築する

そして1959年（昭和34年）京都市宝ヶ池に国際
会議場を建設することが、以下の理由により閣議決
定されました。
・京都市が日本の誇る歴史と文化の都市であること
・市内には著名な社寺仏閣をはじめ伝統工芸品など
の豊富な観光資源が多いこと
・建設候補地である宝ヶ池周辺が日本庭園的な典雅
な美しさを有していること

1962（昭和37）起工し、1966（昭和41年）5月
21日、国⽴京都国際会館が開館しました。
そんな世界に誇れる会場での記念例会、当日はご来
場のみなさまに会場の重厚な建築物、日本庭園の⾒
学なども楽しんで頂きたいと思います︕



1月吉川期役員会（兼通算第867回第一例会） 議事録
日時:2020/1/16(木) 三条ＹＭＣＡ 司会︓河合書記
議事録作成者指名 四方ファンド委員⻑
前月議事録確認の件（12/26発信） 安田交流委員⻑
＜報告事項＞
1 12/20（⾦）京都YMCAロビーコンサート、礼拝、キャロリン
グ報告
ウエストから7名参加。ハンドベル演奏の後、礼拝、キャロリン
グが⾏われた。 高田Yサ委員⻑

2 12/21（土）クリスマス例会報告
萬谷さん入会式、ゲームアトラクション等。 桂EMC委員⻑

3 12/27（⾦）ウエスト忘年会報告
韓国さくら亭にて開催、24名参加。 佐治副会⻑

4 1/10（⾦）後期半年報提出の件
期日までに提出完了した。 胡内書記

5 1/11（土）中⻄部合同新年会報告
大阪倶楽部会館にて開催、森田、市橋、中原、岩本、桂Yの5名
参加。 桂EMC委員⻑

6 1/13（月祝）WRM合同新年例会報告
ウエストから38名、三クラブ全体で62名の参加者であった。
中川Dr委員⻑

7 海苔ファンド報告
合同新年例会で販売、50個完売した。 市橋副会⻑

8 2/11(火祝)平安徳義会創⽴130周年記念式典について
2/20締め切り、先着10名 吉川会⻑

9 2/26ピンクシャツデーTシャツ販売について
1/27締め切り。申込は胡内Yまで。1枚1,100円。 胡内書
記

10 2/27（木）TOF例会について
詳細は後日連絡。 中川Dr委員⻑

11 1/1〜中原ワイズ 広義会員→正会員とする件
1月から正会員として支払うとのこと。 吉川会⻑

12 東日本区大会・台湾区大会積⽴⾦の件
集⾦開始しており、現在31名が積⽴に参加（＠5,000円）。
角谷交流委員

13 使用済み切手収集について
2/13 役員会を締め切りとして収集のお願い。 四方ファンド
委員⻑

14 たんかんファンドについて
2/5注文締め切り,2/13桂Yの会社に置かせてもらう。 四方ファ
ンド委員⻑

15 ベルマーク回収のお願い
神⼾で集めており、主に財団から学校の支援に使われる。
鈴木メネット連絡員

16 国際選挙投票権⾏使について
国際会⻑、国際会計、国際議員選挙に際し、会⻑が投票権の⾏
使を⾏った。吉川会⻑

17 次年度における次々期理事候補者の推薦について
3/30締め切り。⻄日本区役員経験者〜。 吉川会⻑

18 上半期事業報告書提出について
1/31締め切り。写真を添えて詳細を報告。提出は胡内Yまで。
胡内書記

19 各事業委員会報告 各事業委員⻑
EMCより。3月遊ぼ会、落語→新世界。

＜協議事項＞なし

＜他クラブ関係＞
1 1/16（木）京都センチュリークラブ新年例会

本日、部⻑公式訪問にて島田部⻑、岩本主査、牧野書記が出席。
胡内書記

2 2/15（土）京都エイブルクラブ30周年記念例会
ウエストから25名参加予定。 胡内書記

3 2/22（土）神⼾クラブ90周年記念例会
現在、参加希望者は森田ワイズのみ。 胡内書記

4 2/22（土）Clark ARKワイズメンズクラブ チャーターナイ
ト
参加の人は直接トップスクラブへ。 胡内書記

＜ＹＭＣＡ関係＞
1 2/21（⾦）京都YMCAチャリティーラン第１回実⾏委員会開催、
実⾏委員選出の件
高田Yサ委員⻑を実⾏委員として選出。 高田Yサ委員⻑

2 2/22（土）京都YMCA創⽴記念会員集会について
詳細は後日連絡。 高田Yサ委員⻑
3 3/14（土）〜15（日）The Y cup第7回京都ミニバスケット
ボール大会協⼒について
協賛⾦にて協⼒。 高田Yサ委員⻑

4 3/22（日）リトセンチャリティーゴルフについて
参加申込は2/15締め切り。 胡内書記

＜京都部関係＞
1 2/2（日）京都部評議会開催について

マナホールにて10︓00〜12︓00開催される。 吉川会⻑
2 2/23（日）京都部チャリティーボウリング大会について

＜その他＞
1 ウエストクラブ40周年記念事業進捗状況

全体会議、各セクションリーダーからの報告等。 市橋実⾏委
員⻑

2 ワイズ将来構想について
これまで27回委員会を開催、会員増強に関し、京都部、九州
部、六甲部の成功パターンをまとめた「⻄日本区発展アクショ
ンプラン」の動画ができた。びわこ部高島クラブ5/23チャーター
ナイト予定。森田将来構想委員⻑

＜総会議案＞
議案１ 次々期（第42期）会⻑に福田英生ワイズを選出する。
承 認

議案２ 次期三役について（副会⻑、書記、会計）
副会⻑ 福田ワイズ、塚本ワイズ
書記 安平ワイズ（内部）、林茂ワイズ（外部）
会計 角谷ワイズ

とする。 承 認

2月 Happy Birthday
3日 加藤秀⾏ 7日 桂厚子

14日 林正章 18日 高橋壮司
4日 桂五郎 8日 高橋友美

19日 野々口沙紀 21日 角田雅子
2月 Happy Anniversary

13日 林 正章・芳美

２０２０年２月スケジュール

6日 月 三役会 19:00 京都YMCA

13日 木 オープン役員
(第一例会) 19:00 京都YMCA

27日 土 TOF例会 18:00 京都YMCA

11日 火祝 平安徳義会130
周年式典 10:00 平安徳義会

23日 日 京都部ボウリング 11:00 ラウンドワン

２０２０年３月スケジュール

5日 木 三役会 19:00 京都YMCA

12日 木 オープン役員
(第一例会) 19:00 京都YMCA

19日 木 第二例会 19:00 国際会館

ＹＭＣＡニュース
1.2020年子供英会話 春の無料体験レッスン
2020年4月新入学に向けたサンプルレッスンです。

この機会にぜひＹＭＣＡの英会話をご体験ください︕
幼児英会話（新年中・年⻑）3月24日(火)3︓30-4︓00
小学生（新小1〜3 未経験者）3月18日(水)4︓30-5︓00、3
月24日（火）4︓30-5︓00
小学生（新小1〜3経験者）3月19日(木)4︓30-5︓00
小学生（新小4〜6経験者）3月18日(水)5︓30-6︓00

2.2020年度ボランティアリーダー募集
2020年4月から、京都YMCAでボランティアリーダーとして

登録し、活動する大学生を募集いたします。子どもが好きな人、
自然が好きな人、キャンプやスキーに興味のある人、経験は問
いません。必要なことは「やる気︕」です。活動に必要な技術
や知識は研修で身につけることができます。けっして楽な活動
ではありませんが、子ども達との触れ合いの中で自らも大きな
感動を得て、学生時代にかけがえの無い貴重な体験をすること
ができます。いろいろな大学のリーダーが現在70名近く登録し
て継続して活動しています。
＜募集要項＞
・4年制大学の2020年度1回生、2回生もしくは短大や2年制以
上の専門学校の1年生
・子どもが好きな方。学生生活に何か有意義な活動をと思って
いる方。研修をまじめに受け、責任を持って⾏動できる方。


