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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）
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今月の聖句
一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦し

み、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に
喜ぶのです。
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前月累計 76,064円
５月 0円
累 計 76,064円
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評価と引継ぎ
定めたゴールの達成度を評価し、次期へ繋がる形

で正確に引継ぎをしましょう。
⼾所岩雄 理事

⻄日本区強調月間

ウエストメンバーの皆様、40期も残すところあとわずかになりました。何も知らない頼りない私に、40期会⻑
を任せて頂き心から感謝申し上げます。 振り返ってみると、あっという間に終わってしまい後半は満足に活動も例
会も出来ずに不完全燃焼でしたが、それも私が持っている徳なのかと諦めています。
しかしながら、期の始まりのアジア大会では本当に沢山のメンバーにご参加頂き、とても幸せな時間を持てまし

たし、他クラブの方とも交流が持てて、新たなワイズを知る事ができとても良い経験になりました。あれだけ沢山
のワイズメンの前で話すことは緊張でしかなかったですがこれも自分にとってはより良き経験になりました。
続いて京都部会が開催されウエストクラブからは島田部⻑を排出し、ホストクラブとして失敗が許されない中、

メンバー全員が一丸となり、おもてなし気遣い、そして何より部会の中身が今までの部会の中で史上最高のものに
なりました(他の年度の部会はあまり知らないですが)これもウエストメンバーの底⼒だと思います。有難うござい
ました。 そして記憶に残るワイズデーこれは企画、運営、宣伝とワイズにとってもかなり重要かつ未来に繋がるイ
ベントだったと今でも思います。この時もメンバーが沢山の人を集めてまた、必死でワイズを世間に知ってもらお
うと努⼒したことで、ギネス認定まで獲得さ大成功に終えることが出来ました。
そして何より新しいメンバーが4人も入会して頂いた事によりこんなに、新しいメンバーが入る事が嬉しくそし

て将来にとって大事な事なのだと改めて感じる事ができました。平安徳義会の先生達とも交流が持て色々と勉強に
なり、竹林作業も実際やってみると楽しく流しそうめんなんかは、今でもはっきりと覚えています。 思い返せば沢
山過ぎる思い出と感謝でいっぱいです。後半は中止やオンラインなど新たな経験をして皆様には多大なるご迷惑を
おかけしましたがご容赦ください。
この1年自分なりにはこうすればよかったなどの反省が山ほどありますが、素晴らしい経験と皆様のお⼒添えで

なんとか終えようとしています。今後はこの経験を活かして少しでもクラブに恩返しできるよう精進していきます。
最後に頼りない私に愚痴一つ言わずついて来て下さった三役の皆様をはじめ、委員⻑の皆様、そしてメンバーの皆
様、本当に有難うございました。

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

一年の総括 第40期会⻑ 吉川忠

新型コロナウイ
ルス拡散防止の
為、中止

ニコニコ ファンドメンバー数 第二例会第一例会(役員会)

zoomオンライン
にて開催



書記 河合久美子
吉川会⻑期は、これまで経験したことの無い特別な1年

であったように思います。
前半期はアジア大会、京都部部会ホスト、ワイズデーな
ど、ヘビーな⾏事が続き、また4名の新入会者を迎えるな
ど、充実した活動を⾏うことができました。しかしなが
ら後半期、新型コロナウィルスの影響を受け、多数のイ
レギュラーが発生いたしました。会議の開催は書面やLin
eのグループ通話、Zooｍを用いて⾏うなど、新しい試み
を取り入れましたが、試⾏錯誤の連続で、鋭意準備中で
あった40周年記念例会も延期となりました。このような
事態になることは期初、誰もが想像もしなかったことで
しょう。
それでも今期、クラブ運営を穏やかにフレンドリーに

⾏うことができたのは、吉川会⻑の気配りやご人徳の賜
物であり、また三役や委員⻑をはじめメンバーの皆様の
ご協⼒のお陰と感謝しております。心残りは、吉川会⻑
に40周年記念例会や⻄日本区大会の晴れの舞台で登壇い
ただき、スポットライトを浴びていただきたかったこと
ですね…。ともあれ1年間、誠にありがとうございました。
会計 中野かおる
40期会計をお任せいただき、ありがとうございました。

初三役で不安もありましたが三役の皆様に大いに助けて
いただき、また会計補佐に本職でもご活躍の角谷ワイズ
がいてくださったので、何とか任期を終えることができ
そうです。三役に加わることで、わかったことがたくさ
んありました。いい勉強になりました。感謝いたします。
後半は皆様とお会いすることが叶わず、本当に残念で

した。その反面、オンライン会議に慣れないながらも参
加していただき、年齢のせいにしない、いつも気持ちは
若々しくいてくださるメンバーに自分も頑張らなきゃ︕
と喝を入れていただいたように思います。
いつでも会えるのが当たり前ではなくなってしまった

今、本当に繋がっていたい人たちは誰なのか。本当に大
事にしたいのは何なのか。⾒直すいい機会になったと私
は思います。
次期は40周年の記念例会も⾏われる予定です。まだ密

に会うことはできなくても、気持ちだけ繋がっていたい
なと思います。また握手して、大きな声で笑える例会が
できるのを楽しみにしています。
副会⻑・次期会⻑ 佐治幹生
皆さぁ〜ん︕いかがお過ごしでしょうか︖︖︖

今期の振り返りと言う事ですが、何と言っても、コロナ
ウイルスの影響を受け３月から、例会等の中止は、言う
までもない出来事ですね・・・ （泣）
それぞれの、考えもあり ますが吉川会⻑も悩まれ決断
された事ですので、ポジティブに捉えて⾏きましょう。
クラブとしては、40年を迎えるアニバサリーイヤーだっ
た事、京都部⻑排出クラブで、京都部三役も多数輩出さ
れた事が印象的です。チャーターから今まで、携わって
頂いたメンバー・島田部⻑・京都部キャビネットの皆様、
大変、お疲れさまでした。
今年は初の三役と京都部部会の実⾏委員⻑と言う重責

を受けさせて頂きました。副会⻑は⽴場的に何かに取り
組むと言った事はなく、次期を⾒据えての吉川会⻑の背
中を⾒て学ばせて頂きました。実⾏委員⻑といたしまし
ては、本当にワイズで、貴重な経験をさせて頂きました。
お陰様で、部会のPR・部⻑随⾏・ワイズデーと積極的に
参加させて頂き、他クラブの皆さんとの出逢いもあり、
たくさん学ぶ事が出来た1年間でした。
部会では、もちろんウエストメンバーの協⼒もあり、

思い通りの設えも出来ました。これは、各チームリーダー
をはじめメンバー皆さんの協⼒がないと成しえなかった

事です。
次期は、この経験や感謝の気持ちを肝に銘じて、クラ

ブ・メンバーの為に活かせて少しでもメンバー皆さんの
お役に⽴てればと考えていますので、次期の1年間はもち
ろんの事、今後ともよろしくお願い申し上げます。
副会⻑・40周年実⾏委員⻑ 市橋清太郎
自分がスポンサーになったメンバーが会⻑職をされる

ことは嬉しいことです。中でも吉川会⻑は会⻑職を受け
ることを固辞されていたので、必死で説得していた頃が
懐かしいです。就任前には不安ばかり口にされていまし
たが、いざ期が始まると堂々と前に⽴ち、時にクラブを
引っ張り、メンバーに寄り添い、沢山起こった難曲を上
手く乗り切って、すばらしいかじ取りをして頂きました。
心より拍手を送りたいです。
本来ならば期末の5月に開催される予定だった40周年

記念例会を盛況に終えて、晴々と期を終えたかったです
が、コロナ渦でかないませんでした。しかし、吉川会⻑
にも引き続きご協⼒頂き、必ず良い形で40周年記念事業
をやりとげたいと思います。
Yサ・ユース事業委員⻑ 髙田奈波
今期、Yサ委員⻑に任命していただき、私が委員⻑で大

丈夫かなぁ、、、と不安だらけのスタートでしたが、皆
様に沢山支えていただいた1年でした。Yサ委員の皆様は
じめ、合同で委員会を開催していたCS委員の皆様、そし
てYサ事業に参加していただいた皆様、わからないことを
教えてくださった皆様、本当にありがとうございました︕
Yサ事業はどれも楽しく、毎回楽しみにしていたのです
が、コロナの影響で下半期は全てがなくなり、仕方のな
いことですが本当に残念でした。来期こそはコロナも完
全終息して無事に迎えたいですね。
色々あった1年でしたが、おかげさまで凄く勉強になっ

た1年でした︕ ただ、⾏事をこなすことに精一杯で新た
なことを考えることが出来なかったのが反省です、、、
来期もYサ委員に配属なので、この1年の経験を活かして
頑張ります︕︕
地域奉仕環境事業委員⻑ 奥田英詔
今期、伝説となるであろう40期。私はCS委員⻑という

役をいただきまして、本当にありがとうございました。
正直やってみるまで、全くCS活動について理解をしてい
なかったのですが・・・結果的には大変やりがいと想い
入れのある1年となりました。平安徳義会さんをはじめと
して、子供さんや職員さんとの交流は、私の心の中に、
今までにない気持ちを持つきっかけとなったように思い
ます。夏祭りや桜まつりといったイベントが無くなった
のは残念でしたが、その代わりに、先生方と真剣に色々
な話をする時間を持つことができ、より実際の徳義会さ
んの姿を知ることができました。また、ウエストクラブ
の皆様にも、新型コロナによる自粛が始まるギリギリの
タイミングでしたが、例会に山下園⻑をお呼びし、『リ
アルタイムな徳義会』を紹介することができたというこ
とで、40期CS活動としては、一つ結果となる活動ができ
たように思います。次期はコロナの影響が続きますが、
林正章委員⻑へ宜しくお願いしたいと思います。
ＥＭＣ事業委員⻑ 桂厚子
6年ぶりに委員⻑拝命して、穏やかなソフトランニング

上にあった私は慌てふためきながら委員⻑としての役目
全うすることに傾倒しました。
ＥＭＣ委員会として特筆すべきは、全メンバーの心意

気により、特に今回は、故野々口ワイズの息子さんの野々
口啓祐ワイズ、林茂ワイズや澤田ワイズご紹介で、萬谷
ワイズ、高橋ワイズ、角田ワイズの4名の新メンバーを得
た事でした。メンバーにとって、同期4名は心強いです。
あそぼ会でメンバーの交流になお一層の親交を図った

今期一年の総括 40期三役・各事業委員⻑



企画をやりたかった事でした。舞妓と遊ぶ会、競馬場で
馬とあそぼ会、フグを食べよ会、⼥子会︖もちろん例会
の運営も、すべて参加ではなく、日頃交わりにくいメン
バーとの交流は他⼒本願ながら何度か開催する事が出来
ました。後半、大阪の街や落語を楽しむ会、芸能の鑑賞
もこのコロナ禍に、全滅し意気消沈しています。 そして
必要となったのは、zoomや、ビデオ、オンラインの企画
⼒にまるで追いつけず時代の変遷と⽼いを感じています。
ドライバー委員⻑ 中川由宇
昨年と同様、あるいはそれ以上に、皆が協⼒して楽し

める例会作りを目指してきました。 昨年に引き続き京都
ZEROクラブと合同で⾏った納涼例会、アトラクション盛
り沢山のクリスマス例会など、皆様のご協⼒のお陰で、
多数のゲストをお招きしての例会ができました。これが、
今期の４人もの入会に繋がったのではないかと思います。
EMC例会などでは、その新入会者の人柄を知ることがで
きました。
CS委員会の企画で⾏ったTOF例会では、平安徳義会を

支援する意味について、改めて考える機会を得られまし
た。ワイズメンズクラブで活動をする意義を今一度深く
考えるという点でも、充実した４０周年記念例会に繋げ
ていくという点でも、貴重な例会であったと思います。
３月以降は次々に例会が延期等となり、大変残念でした。
ただ、今期温めた企画を来期に実現する楽しみは残され
たのではないかと思います。
ブリテン・広報委員⻑ 粉川尚子
ウエストの皆様、一年間、ブリテン原稿を寄せてくださ
り、ありがとうございました。
原稿執筆依頼から実際の発⾏まで遅れがちであったこと
をここにお詫び申し上げます。この一年間ブリテン担当
三役の市橋副会⻑や、ブリテン委員会の皆様に頼りっぱ
なしの委員⻑でした。「編集⻑」ソフトの操作も、当初
よりはマシにはなりましたが、結局人に頼ってしまった
ため、習熟に至らず。猛省しております。 皆様、公私と
もにお忙しいなかワイズ活動にいそしんでおられ、さら
にブリテン原稿の執筆もとなると、当然大変であろうと
推察いたします。実際、原稿の集まりは遅かったのです
が、途中こちらが泣きつくと、最大限ご協⼒くださり、
原稿を寄せてくださいました。本当にブリテン委員⻑と
してはダメダメでしたが、今後は原稿執筆依頼が来たら、
できるだけ協⼒しよう、せめてそのくらいはと心に決め
ました。一年間、ありがとうございました。
ファンド委員⻑ 四方秀和
一年間有り難うございました。桂ワイズ、いつも場所

を使わせて頂き有り難うございました。例会の出席率も
低く、会のことを全く理解していないところからなので
不安からのスタートでした。ポテトファンドでは、他ク
ラブからご指導を頂いたり連携を取ったりいい経験とな
りました。発注、数合わせ、請求等思うようにいかない
ことも多々ありましたが、僕が何もせずとも皆様のフォ
ローのおかげで不十分ではあるかもしれませんが、なん
とかかんとかここまでやってこれました。本当は、一つ
オリジナルファンドをしてみたいな、という思いはあり
ましたが、まさかのコロナ騒動です。残すはファンドポ
イントの計算や最終の請求など残ってはいますが、気を
引き締めて最後まで走り切りたいなと思います。有り難
うございました。
交流事業委員⻑ 安田繁治
吉川期の始めに開催された仙台アジア大会は、以前か

ら開催が決まっていた事もあり途中引継ぎでの不手際を
避けるため、市橋前交流委員⻑にお願いし、その後 交
流事業に携わらせて頂きました。当初は自クラブ記念例
会、台湾区区大会、東日本区大会、⻄日本区大会等々の
交流事業もあり、交流委員⻑として接待⾏事に思考を凝

らすべく委員会も開催して、委員の意⾒も参考にし考え
ていました。でもこの一連のコロナ騒動で全てが延期、
中止となってしまい、委員⻑としての役目も果たせずに、
期が終わってしまうことは大変残念です。

賃貸仲介業 塚本勝己
今日は５月１５日︕近況をご報告致します。

昨日久しぶりに２０人程度ですがウエストの皆様のお顔を拝⾒
致しました、最近ではリモート会議が増え、パソコン上での会
議が当たり前に感じてきています。
家の中では子供が高２と中２ですが５月３１日まで登校が無い
様でこれまたオンライン授業で勉強しております。
会社も時短にしたり、ウェブによる自宅に居ながら物件を⾒ら
れる、ウェブ内覧も始めました。お客様にはまあまあ好評です
が、営業マンが実際に現地に⾏くので大変です。
５月１５日時点では緊急事態宣言を京都は解除していません。
近隣の飲食店も閉まったままです、もう昔の様には戻らないの
でしょうか︖このブリテンを一年後読み直し、あの時はあーだっ
たと笑って言えるのか︖やっぱり元に戻ってなかったと言うの
か︖わかりませんが、毎日を一生懸命過ごして⾏きたいと思い
ます。
機械工具商社・設備工事 奥田英詔
皆様、5月になりましたが、どのようにお過ごしでしょう
か︖ GWは、毎年恒例の大学の友人家族とのBBQの開催
をあきらめ、その代わり、大量のレンタルDVDで映画を
家族と⾒たり、子供の教育用のPC設定や、学校の変わり
になる通信教育の選定をしたりと、なんかファミリーなG
Wでした。
しかしながら・・・現実は厳しいものです。会社の方は、
業績への影響も出てくるようになってきました。交代で
社員の方には休みをとってもらう状況で、雇用調整⾦を
はじめ、現在出ている経済対策で使えるものを総動員し、
まずはできることに集中しています。毎日公的支援の段
取りなんかで書類と格闘しており、社員は休んでも、自
分は結構忙しい状態です。あ〜後ろ向きな仕事︕しかし︕
もう少しの辛抱です。出口が⾒えてきたようですので、
頑張っていきましょう︕
看板・店舗デザイン 林正章
5月に入っても政府の規制が発令中の中、細々と仕事をし
ております。4〜8月のイベント事、飲食関係の仕事がや
はりキャンセルが多く出てきています。
ウエスト記念例会も延期になりましたが、その分余裕を
持って取り組めるでしょう。との希望を持っております。
暫くすれば通常とは言わないまでも、もう少し平穏にな
ると思っています。ZOOM会議がちょっとハードル高い
です。（笑）

６月 Happy barthday
3日 渡邊昌嗣 佐治幹生 4日 島田博司

7日 山田麻紀夫 11日 草野功一 18日 粉川尚子
28日中野かおる 30日 塚本勝己

11日 林メネット 13日阿部メネット
６月 Happy Anniversary

1日 吉川忠・香絵 2日 島田博司・由美子

コロナ渦レポート第三段
＜ 京都ウエストメンバーによる寄稿特集＞

２０２０年６月スケジュール

４日 木 三役会 19:00 オンライン
11日 木 オープン役員

(第一例会) 19:00 京都YMCA

20日 土 引継ぎ例会 15:30 スタジオDD



2020/5/14（木) 5月吉川期役員会（兼通算第872回第一例会）議事録
記録・司会︓河合書記 前月議事録確認の件（4/28発信） 河合書記
＜報告事項＞
1 4/11（土）たけのこ堀り報告、GWに延期（4/18分）のたけのこ堀りについて 市橋副会⻑・奥田委員⻑
4/11は自主参加のみ、加藤、市橋、市橋コメットとお友達が参加。
4/18延期分は4/29に赤松さんが事前に草刈りしておいて下さり、GW中に自主参加でたけのこ堀りができた。岩本、福田、奥田ワイ
ズが参加。今年は豊作だった。
2 5/5（火祝）ウエスト記念日 各方面からのお祝いメッセージについて 吉川会⻑
40周年記念例会は延期となったが、DBC各クラブや、京都部のいくつかのクラブ会⻑様からお祝いのメッセージをいただいた。
3 5/25（月）次期京都部地域奉仕・環境事業懇談会 中止について 佐治次期会⻑
コロナの影響により中止となった。

4 5/28（木）Yサ例会 中止について
東急ホテル休館につき、中止とする。後ほど役員会議案にて承認をいただく。 高田Yサ委員⻑

5 5/未定 ウエスト次期役員研修会について 佐治次期会⻑
集合しての開催は不可能につき、今月、京都部の方針を聞いた上で事業方針を固め、委員⻑とすり合わせを⾏い、6月初旬頃までに決定
し、次期役員に発表する。
6 6/8（月）次期京都部PR委員会懇談会 延期について 林茂次期外部書記
延期後の日程は未定、決まり次第、連絡する。

7 6/20（土）引継例会について 中川DR委員⻑
コロナの影響により開催方法は不明、オンラインでの開催も含め検討中。今後PTにて具体的に決定する。

8 淡路島産 新玉ねぎファンドについて 四方ファンド委員⻑
玉ねぎ農家から14日に発送、15か16日に桂ワイズの会社に到着予定。各種ファンド購入者へ請求書を送っている。間違いがあればお
知らせ下さい。
9 京都YMCAと平安徳義会他へマスク寄贈について 吉川会⻑
YMCAはマスク在庫はほぼ無く、徳義会は備蓄少なく、みやこ作業所は全く無い状態とのこと。Yサと地域奉仕の予算から拠出して、各
団体へ寄贈を⾏いたい（YMCA50枚×10箱、徳義会50×4、みやこ50×6）。
10 東日本区・台湾区大会積⽴⾦の返⾦について 角谷交流委員 積⽴⾦預り⾦総額555,000円の明細は配信済。6月中に返⾦したい。
11 ⻄日本区次年度ロースター初校 確認について 河合書記
次年度ロースター初校が届き、配信済。再度修正がないか確認願いたい。提出締切は5/31。

12 国際より「Essential Workersの認識・表彰」について
国際協会において、コロナ感染リスクのある中においても、地域社会において尽⼒されているメンバーに対し、表彰を⾏われるとのこ
と（例︓医療や警察・消防等）。該当者がおられれば国際協会ウェブサイトから登録が可能。
13 ⻄日本区より⻄日本区指針配信について 河合書記
5/12付で⻄日本区より理事・次期理事連名にて今後の指針が発表されている。河合書記

14 下半期事業報告書提出について 下半期事業報告書未提出の委員会があれば、至急提出いただきたい。
15 各事業委員会報告 （河合）
ブリテン︓コロナ関連の近況について、15日締切にて未提出の方は提出下さい。すでに提出済の方も二回目提出可。胡内書記

＜協議事項＞
1 吉川期4月〜6月までの会費を徴収しない件について ⇒総会へ 吉川会⻑
実際には3月からすでに例会も無く、6月の引継例会も開催有無が不明ではあるが、その他の事業や区大会等も中止となっているため、
コロナにおける個人の経済的事情も考慮し、徴収しないことで対応を⾏いたい。総会にて承認をいただきたい。 吉川会⻑
2 竹林アンケート結果について 市橋副会⻑
MLで配信済、アンケート結果をご覧下さい。積極的な意⾒は少なかったように感じたが、佐治期の計画にも関わってくることなので、
ご意⾒を寄せていただきたい。
3 平安徳義会卒園生（22歳まで）への食糧緊急支援について 吉川会⻑
卒園生には国や市からの支援がなく、コロナ禍の中、仕事もなく困窮されている方がおられる。連絡の取れた9名に食糧費の緊急支援
として＠5,000円×9名＝45,000円、Yサ予算から拠出し実施、御礼のメールが届いた。1回限りでなく必要な時に支援に参加し、持続
していければと思う。役員会議案で事後承認となるがお願いしたい。
4 次期ブリテンの書面での印刷⇒メール配信について 森田次期Br委員⻑
毎月10日までに発⾏したい。東日本区はYsドットコムでメール配信が主流。PDFで済ませられたら労⼒が掛からないが、書面でないと
読まない方もおられる。現在、区役員やクラブOBには書面にて郵送しているが、ぺーパーレスにてメール配信、HP掲載など、次期は
やり方を考えていただきたい。
5 加藤秀⾏ワイズ 次期における広義会員の申出について ⇒議案へ 河合書記
加藤ワイズよりコロナの影響により広義会員へ変更の申出があった。

＜他クラブ関係＞
1 8/29（土）京都ZEROクラブ10周年記念例会について 河合書記 開催につき、ご案内配信の通り⇒後日延期に決定（5/31）
＜ＹＭＣＡ関係＞
1 YMCA三条本館貸館休止、１階受付時間変更期間延⻑について 河合書記
5/31まで貸館休止、1階受付も電話受付のみで窓口業務は⾏わない。電話受付時間 月〜⾦ 9︓00〜16︓30、土曜日は休業。

2 5/22（⾦）6/12（⾦）YMCA共同の祈り オンライン礼拝へのお誘いについて 河合書記
日本YMCA同盟より、Zoomによるオンライン礼拝の案内が届いている。案内配信済。

3 6/28（日）次期リトセン夏期準備ワークについて 河合次期Ｙサ委員⻑
次期のYサ懇談会も無く、現段階では活動計画自体不明。

4 京都YMCA活動継続寄付のお願いについて 河合書記
コロナ以降、保育園やアフタースクールを除く、全ての事業やプログラムが休止となり、多大な影響を被っておられるとのこと。三役
で協議し、財源はアクトにて、クラブから40万円寄付を⾏いたい（ウエスト40名×1万円の計算）。議案4として追加する。
＜京都部関係＞
1 京都部キャビネット報告 島田京都部部⻑
コロナ以降、事業が実施できていない。Zoomで三役会や役員会を⾏っている。ワイズデーの余剰⾦30万円につき、チャリティランの
広告を考えていたが、YMCAへの寄付とすることとなった。評議会の日程やどういう形で⾏うかは後日お知らせする。
2 京都部LINEグループ「ワンチーム京都部Y‘ｓ」について 京都部が⾏っている訳でなく、会⻑有志により⾏われている。
＜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
今のところ動き無し。アクト関係では、予算として150万円（徳義会100万、YMCA50万）の予定であるが、それぞれへの緊急支援が
必要な場合、即座に対応するなど、時勢に合わせて柔軟に内容を考える必要がある。
2 ワイズ将来構想について 森田将来構想委員⻑
5/13オンラインにて委員会開催、13名出席。全体で引継式は難しいので一部の役員が集まって⾏うことになるだろう。JWFの活用や
コロナ基⾦の提案があった。私は休会制度を提案した。東日本区には制度があり、3年以内に戻った場合、その間の会費や入会⾦は徴収
しないというものである。5/21に検討する。YMCA支援についてはもっと突っ込んでやらないといけないのではと感じる。
3 今期の終わりと来期のスタートをどうするか︖ 吉川会⻑ほか
⻄日本区や部の方針も踏まえつつ、40期、41期の三役で話し合いをする。スタートをどうするかはすでに次期で検討中である。

＜役員会議案＞
議案１ 5/28（木）Yサ例会（第二例会）東急ホテル休館につき中止とする。承認
議案2 平安徳義会卒園生（22歳まで）に食糧の緊急支援を⾏う。費用（45,000円）はYサ予算から拠出する。承認
議案3 加藤秀⾏ワイズ 次期において広義会員へ変更の申請を⾏う。承認
議案4 京都YMCAへ活動継続寄付⾦として40万円を拠出する。（アクトより） 承認
＜臨時総会議案＞
議案１ 吉川期4月〜6月の会費を徴収しないこととする。
・完納者 ⇒ 原則次期に繰越することとし、希望者には返⾦を⾏う。
・3月分まで納付者 ⇒ 4月分〜6月分は徴収しない。
・3月分まで未納者 ⇒ 個別に請求を⾏い、6月末までに3月分まで納付して
いただく。納付困難な方は会計まで申し出ていただき、事情により納付の猶予を認める。 承認


