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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

⻄日本区強調月間

国際会⻑ Jacob Kristensen (デンマーク)
VALUES, EXTENSION and LEADERSHIP

(価値観、エクステンション、リーダーシップ)

〜TRUST IN THE RIVER OF LIFE (命の川を信じよう)

アジア太平洋地域会⻑
Daivid Lua (シンガポール）
Make a difference（変化をもたらそう）〜INSPIRE(奮い⽴たせよう)
⻄日本区理事
古田裕和（京都トゥービー）
Let's do it now 〜2022に向け誇りを持ってAll is well
京都部部⻑
中村隆司（京都ウェル）
人生は一度きり︕ 〜出会いから全てが始まる〜

Kick-off/EMC-MC
新たな自分、そして新たなメンバー
を迎え入れる体制を心がけよう。
竹園憲二 EMC事業主

今月の聖句
初めに言があった。
言は神と共にあった。
ヨハネによる福音書 第１章１節

会

第４１代
会⻑主題

万能一心

〜try one’s best（最善を尽くす）〜

⻑

佐治幹生

副会⻑

福田英生・塚本勝己

書

記

安平知史・林茂

会

計

角谷多喜治

第41期会⻑

経緯︕︕︕

佐治幹夫

この度、第41期の会⻑を務めさせて頂きます。1年間宜しくお願い致します。
ワイズに関しても、人間としても、まだまだ学ばなければいけない事も沢山ありま
すが、会⻑と重責を託して承認されたからには、精一杯務めさせて頂く次第で御座
いますので1年間、宜しくお願い申し上げます。
ウエストクラブには34期（塚本会⻑）に入会させて頂きました。今年で気が付け
ば7年目を迎えますが、入会当時はまさか会⻑をする事はまったく頭になく、むし
ろくすぶっていたメンバーだったかも知れません。
そんな中、角谷期にはブリテン委員⻑、林期にはドライバー委員⻑、吉川期には
副会⻑と大役をさせて頂きました。正直、委員⻑をさせて頂いている中でも、今、
思うと十分な役割を果たせたか︖と考えると大変迷惑をおかけした時期もあると反
省しております。
自分の中で、意識が変わり始めたのは、ドライバー委員⻑をさせて頂いた時期で例会を設える⽴場として例会の
欠席は出来ないから始まり、途中で、な・な・な・何と当時、島田次期部⻑から、京都部部会の実⾏委員⻑をして
くれへん︖と一報を頂き有り難く受けさせて頂きました。もちろん、その当時は、重要なお役目との認識は薄く、
式典・懇親会を設えたら良いんやろう︕程度の認識でした。ところが、話しを聞いている内に、かなりの責務では
ありませんか（笑）そのお陰で、ウエストメンバーの暖かさに触れ、又、部会PRや部⻑公式訪問等で、他クラブの
皆様とも交流を持つ事が出来ました。そして部会も、メンバーの⼒添えのおかげで大成功に島田部⻑のイメージ通
り設営出来た事を感謝致します。
それから、ワイズデーも終わりホットしている中、12月の京都ウエスト忘年会時に、吉川直前からの、思わぬサ
プライズ︖伝達（笑）正直、なんでやねん︖と感じましたが、この時はすでにもっとワイズメンとして、個人とし
ても、成⻑したい︕と言う気持ちもあり、即答させて頂きました。 ＜次ページへ続く＞
メンバー数

会
員
広義･功労
特別ﾒﾈｯﾄ
合 計

37名
2名
1名
40名

６月出席率－％
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ含む
５月出席率－％

第一例会(役員会)

第二(引継ぎ)例会

コロナ禍の為、
自由参加

コロナ禍の為、
自由参加

合

合

計

－名

計

－名

ニコニコ

前月累計
６月
累 計

ファンド

76,064円 ポテト
0円 上記以外
76,064円 合 計

627,307円
94,682円
721,989円

＜表紙から続き＞

それから1年間は副会⻑として吉川会⻑

なクラブ活動にも試みにも取り組んで⾏く次第で御座い

の背中を⾒ながら、たくさんの事を学ばせて頂きました。 ますので、メンバーの皆さん︕どうぞ︕これからもご理
いよいよ、41期に入り、コロナ禍もありますが、三役・
委員⻑・メンバーの皆さんがいるので万全の体制で色ん

解ご協⼒の程、宜しくお願い申し上げます。

今期への意気込み4１期三役・各事業委員⻑

書記(内部)

安平知史

第４１期では書記のお役を務めさせて頂くことになり
ました。 今期は新型コロナウィルス感染からメンバーを

副会⻑・次期会⻑

福田英生

まず、私の気持ちの整理をさせていただきいと思いま

す。吉川前任会⻑から頂いた、やっと賞はなぜいただけ

守るという佐治会⻑の想いより7〜９月と活動自粛期間と
し、１０月にキックオフというイレギュラー形でのスター

たのか。 私にとって、素直に喜びましたがよくよく考え
てみますと、全く会⻑を引き受けるのに自信がながった

トとなりました。３か月自粛という事ですが、クラブメ

ので何度も、何度も委員⻑どまりにしてくださいとお願
いしていました。メンバーの皆様も無理にやらなくてい

ンバーのテンション下げないように、そしてこれまでの
クラブの勢いを失速させないように、佐治会⻑はじめ三
役で検討を重ねております。今後も新型コロナの影響は

いよと安心しておりました。
でも前前任会⻑の林正章氏の繰り返しの説得で考えが

まだまだ終息しないと思います。

少しづつ変化してきたように思えました。実は今年は私

そんな状況下、クラブの書記として佐治会⻑の想いを
しっかりと理解し、また状況に応して臨機応変なアイデ

も還暦の年まで 経過したのです。これは最後のチャンス
なのかもと思い直したのが最大の要因といえるでしょう。

アを駆使してウエストクラブが盛り上がる様に三役一丸
となって佐治会⻑をサポートしていきたいと考えていま

⻑年断ったことが、 賞に結びつくとは、私は何と恵まれ
た人間なのだろうとつくづく思ってしまいました。複雑

す。
メンバーの皆様︕皆様のお⼒添え無しではどうにもな
りません。これから１年間、佐治会⻑の応援を宜しくお
願い致します。

な気持ちとは裏腹に、素直に微⼒ではありますが、一年
間、誠心誠意やり遂げられるように、佐治期での縁の下

書記(外部)

していきたいと覚悟を決めました。メンバーには感謝あ

林茂

今期、外部書記をさせていただきます林（茂）です。
今までは、例会などに出席して、ただ普通に三役という
言葉を聞いて、第一例会の時に前に座っているメンバー
の人で大変だろうなという認識しかなく、自分が選ばれ
る事など全く考えておりませんでした。正直、佐治会⻑
からお話があったとき、「何で自分が︖」と思いました。
しかし、任されてやる以上は、いい加減なことは出来な
いとは思いますが、やはり、解らないことだらけで、外
部書記としての研修会などがあると思っていたのですが、
そういう事はしないとの事を聞いてびっくりしました。
解らないことは誰か解る人に聞くか、色んなメンバーに
相談をということを聞きました。
新型コロナの影響により、9月までは活動自粛ですが、
やることはあるようなので10月から活動時に、ちゃんと
動いたり報告することはちゃんと出来るようにするつも
りです。
色々ご迷惑をおかけしたり、頓珍漢な事があるかも知
れませんが、よろしくお願いします。

会計

角谷多喜治

今期、佐治期で会計の大役を仰せつかりました角谷多

喜治です。直前期では京都部として初三役を務めさせて
頂きまして、その経験がウエスト三役の大変さと楽しみ

の⼒持ちとしてやっていく所存です。
現会⻑の一挙手一頭足を観察させて頂き、責任を果た
るのみ!

副会⻑ 塚本勝己

ウエストの皆様今期副会⻑を拝命致しました塚本勝己

です、宜しくお願いいたします
副会⻑という役職は以前私がクラブに入会した当時２人
制だったと思いますがクラブの人数が減り一人体制にな
り、前期吉川会⻑期からまた二人体制になった事はクラ
ブの人数が増え⼒がついた証の様に思え、うれしい限り
です。私の副会⻑は今期佐治会⻑をお支えし、会⻑がご
多忙の時には代わってクラブ運営をさせて頂く大切なポ
ジションだと思います。今期コロナと言う不測の事態と
なりましたが、三役⼒を合わせて楽しいクラブ運営をし
たいと思っております。
また、ウエストクラブのみんなが仲良くそして研鑽で
きる一年になればと思っています。佐治会⻑が一年間会
⻑を全うし、楽しかった︕この経験を次世代に繋げたい
と思われる様にがんばってまいります。ウエストの皆様
一年間宜しくお願い致します。

直前会⻑ 吉川忠

メンバーの皆様、前期は大変お世話になり有難うござ
いました。

の両方が解りかけてきたような気がします。
今期は会計として佐治会⻑期の財政の要となり、また

今期からは、直前会⻑として、一年間佐治期で、引き
継ぎ頑張りますので何卒宜しくお願い申し上げます。会

時には影武者となり精一杯務めさせて頂く所存です。佐
治会⻑を始め三役の皆様、各委員⻑の皆様、そして各メ

⻑を全⼒で支えていきたいと思います。

ンバーの皆様、1年間どうぞ宜しくお願い致します。

Yサ・ユース事業委員⻑

河合久美子

佐治会⻑よりYサ・ユース委員⻑を拝命いたしました。
コロナ禍の影響の及ぶ中、ウエストクラブの活動も３か
月間自粛となり、期初恒例のリトセンやサバエワークへ
の参加も⾒送り、寂しい思いをいたしておりますが、活
動再開後には、京都YMCAに対して本当に今必要とされる
サポートを検討し、実⾏できればと思っております。ま
た、新入会員も増えている現在、前期、高田直前委員⻑
が企画され、コロナで実施できなかったYサ例会でのYMC
A理解を深める企画を是非、継続して検討できればと思っ
ております。また私自身、YMCAの維持会員Bとして活動
していることから、ワイズメンになじみの薄い京都YMCA
の⾏事（YMCA/YWCA合同祈祷週や創⽴記念会員集会な
ど）についても、皆さんにPRできればと思っております。
AYCに向けてユース参加者を募る努⼒を⾏うほか、⻄日
本区Yサ・ユース献⾦100％達成を⾏います。Yサ委員会
のメンバーの皆さんと協⼒しながら、⼒強く進めて⾏き
たいと思っておりますので、１年間よろしくお願いいた
します。

地域奉仕環境事業委員⻑

林正章

今期は地域奉仕・環境事業委員⻑。今まで事業には参
加しておりましたがその事業を牽引していくことになり
ました。ただし、コロナの影響が40期から引き続きかな
りありますので今まで通りの事業を⾏うのが困難です。
秋口までの活動自粛の間に委員会でのミーティングを密
にしてより良い、また新しい奉仕活動を目指していきた
いと思います。
その節はメンバーの皆様の協⼒無しでは出来ませんの
で、多数の参加ができる⾏事を企画したいと思います。
一年間、どうぞよろしくお願いいたします。

ＥＭＣ事業委員⻑

島田博司

今期はキックオフ例会が10月ということで、それまで
は世間の情勢を⾒ながら、クラブ内の親睦を中心に皆さ
んと楽しく交流できることを考えていきたいと思います。
EMCゴルフ交流会、EMC野外交流会（BBQなど）、Jリー
グやプロ野球観戦交流会など、出来るだけ新型コロナに
配慮した企画を考えたいと思っていますので、皆さんは
ぜひ無理のない範囲でゲストの方にお声がけまたはご自
身が楽しめる様、ご参加の方よろしくお願いします。
10月スタートがきれましたら、会員増強の企画を考え
て、ウエスト55.5人体制を確⽴するべく40周年記念例会
にてたくさんの新規メンバーをご紹介したいと思ってい
ます。 EMCとは、Extension Membership & Conservati
on（新クラブ設⽴、会員増強と意識高揚）と言われるよ
うにEMC活動はメンバーひとりひとりの気持ちの持ちよ
うと協⼒なくして成り⽴ちません。
吉川期以上の新メンバーを迎えて、ぜひ今期は⻄日本
区でメンバー獲得数１位になるよう皆さまご協⼒をお願
いいたします。

ドライバー委員⻑

⽴山隆一

今期ドライバー委員⻑に任命されました⽴山です。
今期はコロナ禍の中で感染防止を最優先に考えての例会
運営になると思います。
その中でEMC委員会と連携しつつゲスト・既存メンバー
にためになる例会をドライバー委員のメンバーと企画し

開催して⾏きたいと思っております。 1年間どうぞ宜し
くお願いいたします。

ブリテン・広報委員⻑

森田惠三

「ワイズを知り、友を知り、自己を知る」
ブリテンづくり
第30年度牧野会⻑期のブリテン委員⻑以来11年にして
再登場させていただくことになりました。前回は、中原
前委員⻑から編集ソフト「パーソナル編集⻑」のバトン
を受けたもののパソコン音痴のことゆえ、急遽メネット
を補助者に任命し、委員⻑は記事企画のみの1年でしたが、
⻄日本区からはブリテン優秀賞を受賞したのでした。今
回もまた、粉川委員⻑からのVersion12をダウンロードし
ましたが、今回はITに強い奥田副委員⻑がこのソフトで
の活躍を約束していただいており誠に心強いことです。
去る7月1日第1回委員会を開催し、編集方針や企画内容
など諸事万々を協議しました。
ブリテン制作テーマーとして「ワイズを知り、友を知
り、自己を知る」を掲げ、メン。メネット共に、コロナ
感染収束後の新社会環境の大変化にもめげることのない、
多様性あるワイズメンズクラブに成⻑するために役⽴つ
ことを心からの願いとして、委員一同がっちりとスクラ
ムを組んで活動することを誓い合っています。

ファンド委員⻑

藤居一彦

交流事業委員⻑

市橋清太郎

メネット連絡員

鈴木けい子

41期、佐治会⻑期のファンド委員⻑をお受けしました。
ファンドも久しぶりで、少し思い出さなくては・・・
前期の四方委員⻑が色々と⾏われた事業を継続しつつ、
新しいファンドを模索して⾒つけられたら良いなと思い
ます。
ウェストのカラーの出せるファンド・・・昔から色々
と言われてますが・・・
メンバー皆さんのアイデアも受け付けていますので、何
か良いアイデアのファンドが有れば、どんどん言ってく
ださいね︕

今期はいつも交流委員に名を連ねている重鎮不在でこ
れまでにない華やかな委員会になりました。中野副委員
⻑にはバンバン前に出て他クラブとの交流の機会を盛り
上げて頂こうと思っています。京都部には牧野交流主査
を輩出しておりますので、活発なIBC・DBC交流ができ
るように努めたいです。鈴木メネットは今期もメネット
連絡員と兼任ですが、交流委員会にはなくてはならない
メンバーで配属して頂いたことをありがたく思っていま
す。 しかしながら、コロナ渦でしばらくは思うように
動けないと思います。40周年記念例会にはIBC・DBCの
仲間が京都で集える状況にあることを祈るばかりです。
また、コロナ渦下での新たな交流手段を模索していくと
きかもしれません。

佐治期メネット連絡員を仰せつかりました。メネットと
しての事業は予定しておりません。コロナの関係で、益々
集まる機会もなくなり残念ですが、メンの事業に参加、
協⼒して⾏きたいと思っています。どうぞよろしくお願
いします。

2020年6月6日 ⻄山竹林整備ワークレポート
奥田英詔 地域奉仕環境委員⻑

んなで集まってワイワイ楽しめてこそのクラブだと、改
めて感じました。
吉川前会⻑、お疲れ様でした。会場を提供くださった
⾦澤ワイズ、いつもと異なる開催にご協⼒くださった皆
さま、ありがとうございました。

京都ウエスト40期表彰発表
＜40期

吉川忠会⻑＞

ウエスト大賞 澤田⻑利
Yキチ賞

新人賞

6月6日、今期のCS委員会最後の活動となる、竹林ワー
クが開催されました。感染を配慮して、ワーク参加は自
主参加としましたが、3役はじめ、レギュラー助っ人と
して御協⼒の赤松さん含め、12人もの人数での活動とな
りました。感謝です︕
この時期の竹林は、湿気と暑さと虫で、ちょっと気持
ちが引いてしまう環境。しかし、ここで活動しておかな
いと、夏に向けてうっそうとしてしまいます。これも、
一年やってみて、ようやくわかってきたことでもありま
す。
思えば、今期のワークは、毎回予定日に雨が降り、日
程を振り替えてばかりでしたが、最後となったこの日は、
スッキリとしたワーク日和︕
今思うことは、何か事業を始めることも大変ですが、
継続していくことは本当に大変だということです・・・。
事業の継続は、一人の⼒では絶対にできないことです。
何事も、クラブの皆さんとどう⼒を合わせていけるか︖
このことと無縁には語ることは出来ません。この竹林活
動を1年間経験できたこと、また、この役をいただけた
ことに心の底から会⻑及び委員会、クラブの皆様へ感謝
致します。素晴らしい役をいただきありがとうございま
した︕

奥田英詔
野々口敬祐

新人賞

高橋壮司

新人賞

萬谷寿顧

卒業賞

角田憲彦

やっと賞

福田英生

ひたむき賞

山田麻紀夫

⻄日本区表彰受賞報告
＜40期吉川忠会⻑＞

ＥＭＣ

優秀クラブ特別賞

（新入会員数⻄日本区4位)

2020年6月20日 引継ぎ例会
中川由宇 ドライバー委員⻑

国際・交流

IBC締結賞

（台北DT・十勝とトライアングル締結)

新型コロナがいつ収束するか分からない。いつもの東
急ホテルでの例会ができない。どうしよう。先が⾒えな
い中、引継例会ＰＴが⽴ち上がりました。

メネット事業 優秀クラブ特別賞
ＥＭＣ コロナに負けへんでえ特別賞
ＥＭＣ メンバー満足度向上特別賞

打合せはオンラインで。引継例会もオンライン併用で
⾏う案も一時出ましたが、最終的には、⾦澤ワイズのス

地域奉仕・環境 RBM献⾦優秀クラブ賞

タジオＤＤをお借りしての実施に漕ぎ着けました。
久しぶりの再会。３月頃から会合の自粛が続いていま
したが、６月２０日の引継例会では、３０名を超えるワ
イズメンとゲストとリアルで合うことができました。皆

国際・交流

BF100%達成賞

Yサ・ユース献⾦100%達成クラブ賞
Yサ・ユース

YES献⾦目標達成クラブ賞

(京都部全体としてワイズデーギネス挑戦イベント等に対し)

地域奉仕・環境事業特別賞

７月

Happy barthday

12日 野田泰信 牧野万⾥子
20日 吉川忠 29日 ⾦澤典子
5日 藤居メネット 11日 四方メネット

７月

23日岩本メネット

Happy Anniversary

17日 角谷多喜治・雅子

2020/6/11（木)

6月吉川期役員会（兼通算第873回第一例会）議事録

議事録作成者 河合書記
前月議事録確認の件（6/1発信）河合書記
＜報告事項＞
1 6/6（土）竹林ワーク報告 奥田CS委員⻑
自主参加で開催、草刈り、間伐等のワークを⾏った。赤松様含
め12名参加。40期CS委員会の最後の⾏事であった。ワーク後に
森田ワイズ邸に寄せていただき、ワイズ専用のお部屋を⾒せてい
ただいた。
2 6/13（土）⻄日本区役員引継式 PM15:00〜Zoom配信につ
いて 河合書記
⼾所理事の事務所で開催され、Zoomでも配信される。
3 6/20（土）引継例会について 中川DR委員⻑
⾦澤ワイズのスタジオをお借りして式典のみ開催する予定。
4 6/21（日）第4回京都部評議会について 吉川会⻑
午前中オンラインにて開催され、出席予定。
5 6/22（月）ウエスト次期役員研修会について 佐治次期会⻑
次期役員研修会をZooｍにて⾏う。会⻑主題や方針、予算案や
年間事業計画案等につき説明し、各事業委員⻑とのすり合わせを
⾏う。不参加者には22日以降に個別に対応するので連絡してほ
しい。
6 ⻄日本区新型コロナ対策特別委員会アンケート提出について
吉川会⻑
クラブ運営に関する困りごと、悩み、解決手段やYMCAや支援団
体への実施活動の概要等につき、記載して提出した。退会者が多
くなることが一番危惧されているので、オンラインも活用しつつ、
出来ることを⾏い乗り越えていきたい。
7 ファンド報告について 四方ファンド委員⻑
集計して提出を⾏った。売上1年間で2,712,400円、利益710,9
89円。たんかんは原価で計算。全体の利益率26.6％、ファンド
ポイントは一覧参照。請求書は各自のLINEへ送付済、届いてい
ない方は連絡下さい。
8 下半期各委員会事業報告について 河合書記
下半期、ほとんど活動できていない事業も多いと思うが、まだ
の委員会は提出をお願いします。
9 会費納入・事業経費請求 締切について 中野会計
昨日中に会費返⾦分、積⽴返⾦分について各自へ連絡済み、本日
または20日に現⾦でお渡しする。各委員会で経費未請求分があ
れば、20日の2日前にはメール等でお知らせ下さい
10 各事業委員会引継について
新旧の委員会で引継ぎを⾏っていただきたい。集まるのが難し
ければZoomなど活用下さい。
＜協議事項＞
1 山本幸仁ワイズ 次期における特別広義会員継続について
山本ワイズの一番身近におられる塚本ワイズからご意⾒を頂戴し、
次期も特別広義会員を継続していただける旨のお話をいただいて
いるので、復帰をお待ちする形で継続していただきたいと思う。
⇒議案へ
吉川会⻑

2020/6/11（木)

＜他クラブ関係＞
1 8/29（土）京都ZEROクラブ10周年記念例会 延期について
書記（河合）
8月に予定されていたが、コロナの感染拡大が終息しない現状
につき、延期される。代替日程は決まり次第連絡される予定。
＜ＹＭＣＡ関係＞
1 6/1〜 京都YMCA三条本館貸館再開について 河合書記
1F教室20名以下、3F教室は10名以下の利用で、感染予防にも気
を配った上での利用を⾏う必要あり。
2 6/12（⾦）オンラインによる「YMCA共同の祈り」へのお誘い
について 高田Yサ委員⻑
全体メールにて案内済み、Zoomにて日本YMCA同盟のオンライ
ンによって⾏われる。誰でも視聴可能。
3 6/26（⾦）京都YMCA会員協議会 延期について
毎年6月に⾏われる⾏事であり、京都部の各会⻑へ感謝状贈呈等
が⾏われるが、今回は延期となった。
河合書記
4 京都YMCA活動継続寄付 クラブより実施状況報告 吉川会⻑
中野会計から別途40万円を支援⾦として振込んでいただき、本
日加藤総主事と藤尾さんがおられたため、18︓00に河合書記と
一緒にウエスト一同として目録をお渡しし、無事に受け取ってい
ただき、非常に感謝された。
＜京都部関係＞
1 京都部キャビネット報告 島田京都部部⻑
明日⻄日本区役員会、6/21京都部第4回評議会と次期評議会が
開催され、6/30には第3回部報を発刊する。
＜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 林
正章アクトリーダー
昨日久しぶりに集まってアクトチームの会議を⾏った。これま
での再確認と事態の変化を受けて今後についての方針を話し合っ
た。徳義会サポートに特化する。社会人研修、AYC/IYC参加、成
人式サポートに加え、新たに佐治期においてCS活動としてサッ
カー大会が⾏われるので、アクトとして一緒に盛り上げていけれ
ばと考えている。皆さんのご意⾒も寄せていただきたい。
2 ワイズ将来構想について 森田将来構想委員⻑
6/9オンラインで委員会開催、10名程が参加。7月の第1回⻄日本
区役員会が終われば方針も決まると思うので、7/末までに第31
回目の委員会を開催する予定。オンラインでなく直接会って話し
合いを⾏い、指針を作りたいと思う。
＜役員会議案＞
議案１ 山本幸仁ワイズ 次期において特別広義会員として継続す
る。承認
＜臨時総会議案＞
議案１ 中原一晃ワイズ 次期において広義会員として申請を⾏う。
承認

6月次期佐治期役員会（兼通算第873回第一例会）議事録

議事録作成者 林（茂）外部書記
＜報告事項＞
1 京都部⻑方針・活動計画について 佐治次期会⻑
次期中村京都部⻑の方針・活動計画読み上げ。京都部は半年間
（上半期）の活動自粛、京都部部会、ワイズデー、部⻑公式訪問
等は中止。各クラブの活動計画については、クラブごとの判断と
する。
2 京都部各事業主査活動方針について 佐治次期会⻑
次期中村京都部⻑の資料に各主査からの活動方針等の記載あり、
朗読は量が多いので各自で一読。変更点は、EMCとして退会者、
既存のメンバーの引き留めを考えていく
3 京都ウエスト第 41 期活動方針・計画について 佐治次期会⻑
キックオフは10月、7、8，9月は自粛、各委員会で動ける範囲
で動く、その時には会⻑、書記に連絡、できる限り出席する。会
⻑主題の朗読。楽しい1年間にしましょう。
各事業委員会の活動報告の朗読。
4 次期委員会配属の発表 佐治次期会⻑
配属表の通り。
5 6/22（月）次期役員研修会の開催方法について 安平次期書記
ZOOMで開催。日時が合わなければ検討する。
各事業委員⻑方針発表について（キックオフにて発表予定）
キックオフにて発表予定
6 7/10（⾦）締切 半年報の提出について 林次期外部書記
今期、メンバー数の報告を反年俸にて提出。
＜協議事項＞
1 ⻄山竹林の契約解除について 佐治次期会⻑
契約解除しても近隣から文句を言われる可能性あり。詳細は契
約の時に話を詰める。7月に撤去及び最後の整備（農政課に問い
合わせ）近隣に活動終了の話をする。(議案へ)
2 第 41 期年間活動予定（案）について角谷次期会計
7月から9月は活動自粛。10月からキックオフ例会。状況を⾒な
がら月に1回くらいはメンバーと会う機会を作る。（東急ホテル
の更新についても確認する。）
3 第 41 期7,8,9月分の会費の免除について 角谷次期会計
正会員及び広義・功労、特別メネット会員、すべて7〜9月は会
費免除の協議を⾏ってほしい。
4 佐治期の第二例会のゲスト・メネット・ビジター会費について
従来どおり。角谷次期会計

司会︓河合書記

5

司会︓安平次期書記

第 41 期ウエストクラブ会計（仮）予算案について
9ケ月で計算

＜ＹＭＣＡ関係＞
1 ７〜９月の活動自粛期間の YMCA 支援活動について 佐治次
期会⻑
【6/28（日）リトセン開設ワーク・ 7/5、7/12（日）サバエ開設
ワーク】基本的には活動は休止。
ワークは専門職にお願いする。YMCAから個人にいく。ウエスト
に来れば1ケ月以内に連絡あり。
＜京都部関係＞
1 6/21（日）第一回京都部評議会について（WEB 上 ZOOM 会
議）佐治次期会⻑
午前中は40期、午後からは41期の会議。牧野主査を応援する。
＜役員会議案＞
議案１ 通常例会(第二)の登録費について、ゲスト・ビジターを4,
500 円(実費相当)とす
る。メネットは1,500 円をクラブから補助し、登録費を3,000 円
とする。アルコールありの例会は+2,500 円とする。承認
議案2 ⻄山竹林の契約を解除する。承認
議案3 今期１回限りメネット参加の補助を倍の3,000 円とする。
（アニバーサリー月の無料招待は⾏わない）ただし通常補助との
併用は出来ない。アニバーサリーのお祝いのカードは会⻑が送る
承認
議案4 第41 期功労会員・広義会員・特別メネット会員の会費につ
いて功労会員・広義会員年額36,750 円、特別メネット年額25,1
25 円、特別広義会員0 円とする。活動自粛3 ヶ月分は免除済。
（京都ウエスト会則第7 条第4 項に基づく）承認
＜総会議案＞
議案１ 新型コロナ感染拡大の影響で佐治期7 月、8 月、9 月の活
動については、オフィシャルの活動を自粛をする。承認
議案２ 佐治期41 期事業計画案について。承認
議案３ 佐治期41 期7 月、8 月、9 月の活動自粛に伴い3 か月分
の会費を免除する。 承認
議案４ 佐治期41 期会計予算案について。 承認

