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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

国際会⻑
主題

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）
スローガン 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）
主題 Make a difference（変化をもたらそう）
スローガン INSPIRE（奮い⽴たせよう）
⻄日本区理事
古田裕和(京都トゥ－ビ－)
主題 Let’s do it now!
副題 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)
主題 「人生は一度きり」〜出会いからすべてが始まる〜

第４1代
会⻑主題

⻄日本区強調月間
Menettes

語

メネットの優しさ、思いやりをワイズ活動に活かしましょう。
皆さまの勇気でクラブが、社会が変わります。そして世界も︕
吉本典子メネット事業主任（熊本ジェーンズクラブ）

今月の聖句（コロサイの信徒への手紙

互いに忍び合い、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
注釈

他者との関係で不快な思いをした時、私たちに「赦せない心」

が芽生えます。その思いを払しょくするのは大変難しいことです。
「愛する心」を持って、「赦せる心」に変えられるように自己研鑽を
積んでいきたいですね。(担当主事 阿部和博)

会

万能一心

〜try one’s best （最善を尽くす）〜

新型コロナ下でのＹＭＣＡとワイズとこれから

第３章１３節）

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

京都ＹＭＣＡ総主事

加藤 俊明

今年から突然全世界に広がった新型コロナウイルス感染症（COVID19）は
半年を過ぎても一向に収まる気配も⾒えず、私たちは今後数年間この事態に
慣れていかざるを得なくなってきています。
今回のこの事態は、感染拡大を防ぐために人が集まることを避けることが
求められました。ＹＭＣＡはこれまで人と人が直に会うこと、また集まるこ
とを前提に事業を⾏ってきました。それができないとなるとＹＭＣＡは事業
継続に大きな影響を受けます。
緊急事態宣言で事業の休止をやむなくされ、ＹＭＣＡが大切にしてきた事
業形態が人と人が集まり、グループで活動するものであるため、再開後も参
加の取り止めが相次ぎました。
専門学校では、日本語科の留学生が入国できなくなり、授業も対面授業の代わりにＷｅｂ授業を取り入れ
るなど、これまでにない対応をせざるを得なくなりました。
しかし、この事態もいつかは収束の時を迎えます。しかし、収束したら元に戻るのかと言われるとおそら
く同じようにはいかないだろうと思われます。
私たちはこの事態が生み出す様々な変化に対応してゆかなければなりません。
一方、京都ＹＭＣＡとしては、このようなCOVID19の感染拡大のあるなしに関わらず取り組まなければ
ならないことがありました。それは京都ＹＭＣＡがもう一度地域社会の課題に取り組み、地域社会に無くて
はならない存在としてその存在価値を高めてゆくことであります。このことはおそらくワイズメンズクラブ
にも同じことが言えるのではないでしょうか。
今春からのこの事態で、ワイズに協⼒いただいてきたＹＭＣＡの諸⾏事が中止となり、三条本館の会館利
用も制限せざるを得なかったこともありワイズメンとＹＭＣＡとの触れ合う機会が減ったことを強く感じて
います。
まずは、この事態に対応し事業を継続し組織を存続させていくことが一番ですが、このような時期だから
こそＹＭＣＡとワイズメンズクラブが共に協⼒しながら地域社会の課題に共に取り組むことで、地域社会の
人びとの結びつきを強めてゆく働きが求められているのではないでしょうか。

特集企 画

CS委員会×ブリテン委員会コラボ企画

【みやこ作業所・・・コロナ渦の中の経営について】
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い様々な企業、団体で深刻な影響が出ている。そう
いった逆風の中でも、決してくじけることなく多くの経営者、企業は必至に努力し、今
を乗り越えていこうとしていることだろう。そんな人々の姿を伝える今回の企画に対し、
みやこ作業所を林CS委員長が緊急リポート。ブリテン委員会としてその姿を追った。

社会福祉法人みやこ みやこ西院作業所
施設長 羽根田晴美様
聞き手 ウエストワイズメンズクラブ 林CS委員長
〜社会福祉法人としての歴史について〜

光景ですので・・・
林 こんにちは。今回は、みやこ作業所様について色々とお聴
林 コロナの影響がこういった形で経営に影響を与えているの
きしたいと思っています。宜しくお願い致します。
ですね。ところで、こういった商売での
羽根田 こちらこそ宜しくお願い致します。当作業所は『缶入
収益もありますが、実際には補助⾦も大
りパン製造センター』『みやこ⻄院作業所』『みやこ壬生作業
きいと思うのですが、運営はどのような
所』の３つがあります。缶入りパンと⻄院作業所は比較的軽度
形になっているいるのでしょうか︖
で、体を使って作業をおこなえる方の利用に対して、壬生作業
羽根田 施設の運営費は補助⾦として⾏
所は生活介護の方の利用となっております。
政からもらうお⾦になり、入所者の方への御支払いは、こういっ
林 ありがとうございます。ところで、現在は社会福祉法人と
た事業収益よりまかなう形となっています。補助⾦は、利用者
のことですが、その経緯が大変だったとお聞きしています。
の方の認定区分により、一人一日いくらと決まっています。利
羽根田 そうなんです。歴史的には、共同作業所からはじまっ
用者の方には費用はかからないですが、作業をされた方への賃
り、現在の社会福法人となりました。この建物も、その結果建
⾦は収益作業の結果払われます。
てることになりました。それまでは賃貸でした。しかし当時は
林 作業所さんの休業といったこともあるのでしょうか︖
土地を持っていないと、社会福祉法人の資格を得ることができ
羽根田 聞くところによる、他の作業所さんでは午前だけといっ
ませんでしたので、土地を得て社会福祉法人となりました。そ
たところもあるようですが、今のところ当作業所は一度もしめ
れ以外にも、借⾦をもっていると社会福祉法人となれない等色々
ずにやっております。各家庭さんの御都合も考え、何とか皆さ
問題がありましたが、何とか乗り切り現在の状態となりました。 ん来てもらえるようにしております
林 なるほど御苦労されてきたのですね。ところで、我々もあ
〜自⽴支援法の矛盾について〜
まりわかっていないので教えて欲しいのですが、実際に作業所
羽根田 当作業所では、以前は第１土曜だけでしたが、最近第
さんではどういったことをされているのでしょうか︖
3土曜もあけるようにしました。
羽根田 御存じのように、缶入りパン製造センターでは缶入り
林 それはなぜですか︖
パンを作っておりますが、ここ⻄院では１F,2Fが作業所。み
羽根田 一番大きな理由は、作業所への補助⾦の⾦額決定方法
そ作りと企業さんからの下請け作業をおこなっています。
にあります。施設を利用している実際の利用者さんの出勤日数
林 缶入りパンはウエストクラブでもお世話になっていますね。 とその利用者さんの認定度によって決定されるのですが、以前
ところで、下請け作業というのはどういうことでしょうか︖
は一人一か月いくらという計算でしたが、今は実際の出勤回数
羽根田 下請け作業というのは、企業さんから依頼された、お
によって決定されてしまうのです
菓子の箱詰め作業といった軽作業を⾏っています。利用者さん
林 どうして変更になったのでしょうか︖
には、こういった作業を通じて得たお⾦を賃⾦として御渡しし
羽根田 自⽴支援法という法律ができたためです。月割りから、
日割りという考え方になりました。利用者さんは、通常の人よ
ています。
りも一度休むと⻑期になる傾向がありますが、そういった場合
〜コロナによる企業影響について〜
羽根田 実は、コロナ騒動が始まって
でも補助⾦（収入）は減らされてしまいます。その場合でも職
から、下請け業務が大幅に減ってしまっ
員さんに帰ってくれとは言えないため、経営としては非常につ
ており、作業者さんへ毎日やってもら
らい状態となります。これが職員の雇用が不安定な要素となり
う業務を用意するのに現在苦慮してい
ます。突然の休みであれば、補助⾦支給を一定期間認めるとい
ます。
う制度もあるのですが、現在認められるのは4日だけとなって
林 どういうことですか︖
いるのです。
羽根田 下請け作業の需要は、主にお土産品の箱詰めなのです
林 国にはもっと支援
が、コロナで観光客が減っていしまい、こちらにも作業依頼が
をしてほしいというこ
回ってこない状態なのです。そこで、何とか仕事がないかと、
とですね。ウエストク
各取引先さんにお願いに回っている状態です。
ラブとしてもできるこ
林 全くやることがない日といったこともあるのでしょうか︖
とを考えていきたいと
羽根田 いえ何とかそこまではないのですが、取引先さんにお
思います。今日はあり
願いに⾏っても、そこで箱詰めした商品が山積みとなっている
がとうございました。

10月特集記事2
東京⻄クラブ

交流担当

【 DBC 東京⻄クラブ 】
写真は2019年12月WHOの一コマ
神谷幸男ワイズ

京都ウエストの皆さんこんにちは。今般貴クラブからＤ
ＢＣクラブとして、紹介記事の寄稿依頼を受けましたので、
クラブの生い⽴ちから現在までの活動状況を綴ってみまし
た。少しでも皆様に東京⻄クラブに親しみを覚えていただ
ければ幸いです。
Ⅰ

設⽴
東京ＹＭＣＡの杉並地区の活動拠点として「杉並ブラン

東京YMCA国際ホテル専門学校の私費留学生への奨学⾦贈

チ」が開設された。「杉並ブランチ」を支援するワイズメ
ンズクラブとして、東京武蔵野クラブ及び東京目⿊クラブ

呈事業︓2011年から年に1回⾏っている。今までに15人の
留学生の就学支援を⾏った。（⼥子が10人、出身国籍は6ヶ

がスポンサーとなって１９７６年7月１１日付で国際協会加

国、ネパール出身者が6人。）

盟認証をうけて東京⻄クラブは発足した。東京で９番目、

写真は2019年6月奨学⾦贈呈式の様子

日本区で55番目のクラブである。メンバー２８名（内⼥性
は４名）で活動を開始した。「杉並ブランチ」の活動、早
朝サイクリング、⼥性フィトネスクラス、早朝ジョギング
等のプログラムを支援した。国際憲法の改正を受けて、チャー
ターメンバーに４人の⼥性が加わった。１人は3代目会⻑に
就任した。因みに2016年から5年間は連続して3人の⼥性
会⻑である。
Ⅱ

活動の現況

現勢︓12人（内功労会員1人）男性会員5人、⼥性会員7人
我がクラブは少人数しかも平均年齢は喜寿、東日本区では1

エクステンション活動︓過去に東京山手クラブと共同スポ

〜2位を争う⻑寿クラブ、かつては区や部レベルで活躍して

ンサーとなって2002年に東京たんぽぽＹサービスクラブを

いたつわものも今は現役を退き専らクラブ内で活躍してい

新設した（国際加盟認証日2002年5月25日）。また、200

る。年齢的にも確実に活⼒の低下は免れないが、それでも

4年に東京⻄クラブがスポンサーとなって東京セントラルク

クラブ生活が楽しく意義あるものにしようとする気概は旺
盛で、夫々分に応じて役割を担って活動している。当初の

ラブを新設した（国際加盟認証日2004年6月5日）。しか
し残念ながらこのクラブは2013年に解散した。

予想を遥かに超えたコロナ禍の煽りを受けて、3月以降8月
に再開会するまで5ヶ月間例会、事務会を休まざるを得ない

ＩＢＣ活動︓2つのクラブと締結している。1つはテグセン

状況に追い込まれてしまった。この間、ZOOM会議を⾏う
技術・知識もなく他クラブの活動を横目で⾒ながらひたす

トラルクラブ（韓国区） 1997年5月ＩＢＣ締結。このク
ラブとは数十年前から音信不通で交流は全くなされていな

ら休みに甘んじていた。開かれた8月例会も会場が公的施設
（杉並区の施設）のためその規則に従って、通常の2倍の広

い。
もう1つは台北セントラルクラブ（台湾区）

さの部屋で30分ごとに窓を開けて空気を入れ替えながら3
人掛けのテーブルに1人ずつの着席、ビジターもゲストも招
かず10人以下の9人で⾏った。いつもとは違う雰囲気の中

月21日ＩＢＣ締結。台北セントラルクラブとはクリスマス
カードの交換や国際大会、地域大会の際に⾏うＩＢＣナイ
ト、お互いの周年例会・祝会には訪問し合うなど盛んに交

でしかし会食も摂り、久しぶりに顔を合わせる人もいて楽
しい例会であった。

流している。

1981年3

ＤＢＣ活動︓大阪⻄クラブとはペンタゴンＤＢＣ締結以前
例会︓例会を重視し、会員の地域・国際社会に係る諸事項、 から日本区大会終了後にＤＢＣナイトを⾏うなどしていた。
ワイズ事項に関する啓発、交友関係深化を図っている。

（しかしＤＢＣ締結に関する詳細は不明。）ペンタゴンＤ
ＢＣ締結後は皆さんご承知の通りである。

WHO︓地域活動として、ＹＭＣＡを巻き込んで1997年か
ら毎月東京圏ウォーキングプログラムを展開している。参

東日本区に新しく「千葉ウエスト」クラブが誕生します
（10月3日、国際加盟認証式）。ペンタゴン否ヘキサゴン

加者が増え過ぎたため数年前からセーブして毎月約４０人。 ＤＢＣに勧誘する予定です。皆さんのご支援をお願いしま
殆どが外部参加者で、スタッフ不足が悩みである。今年は
す。
3月以降中止している。10月から再開の予定。
以上

CS交流 委員会（美山泰山木)
地域奉仕委員 野田 泰伸ワイズ

美山で一泊交流会

ZOOM準備役員会

9/10（木）
ブリテン委員会

9月10日準備役員会が開催されました。ZOOMとリアル

2020年9月5日（土）〜6日（日）南丹市美山町の泰山木

のハイブリッド開催となりました（写真提供掲載）

美山で地域奉仕委員会の交流会を開催しました。泰山木美
山での楽しみ方のひとつは何と言ってもプライベートリバー
での川遊びです。午後３時過ぎには全員揃い、早速川に足
をつけながらビールで乾杯。
林正章委員⻑は水着に着替えて泳ぐ気満々です。泳げる
ほどの水深はないので網で魚取りを楽しまれていました。
近隣の子供たちも飛び入り参加、川には沢がに、ごり、オ
イカワ、メダカ、あまごなどが生息しています。水鉄砲で
水遊び、そして魚釣りにはまった子供たちは時間を忘れで
没頭していました。
そろそろお腹
が空いてきたの
でバーベキュー
の準備です。炭
いこしと食材準
備を分担して早々

（議事録後ページにて掲載）

に夕食が始まり

EMC交流会（ゴルフコンペ）
ファンド委員 渡邊

ました。夕暮れ
になると少しず
つ気温が下がっ

9/16(水)
昌嗣ワイズ

9月26日水曜日、秋を感じる最高の気温の瀬田ゴルフコー

てくるので大自

ス⻄コースで開催されました。

然をバックに食事と会話がはずみ、十二分に用意されたビー

佐治会⻑のさわやかな開会ご挨拶の後、ゲスト様の⻄川

ルやワインが次々と空きました。

佐織さん、松本啓一さんの2名が紹介されました。参加者は

気が付けば夜も更け辺りは真っ暗闇となり、部屋に入って

合計10名で、新ぺリア方式でプレイが開始されました。私

二次会となりましたが、昼間の疲れも影響して次々と沈没
して朝まで熟睡でした。

は最終組、安田ワイズ、澤田ワイズと一緒でしたが、2名共
にスタートホール

翌日すがすがしい朝を迎え、朝食には近くの旬菜一禾さ
んから和食弁当を届けていただき、美山の新鮮野菜や小浜

はパープレイで順
調なスタートを切

で捕れた魚のお料
理をいただきまし

られました。昼食
でアルコールを投

た。
今回の一泊交流

入し、巻き返しを
目指しましたが、

会では特に会議の
時間は設けられて
なかったですが、

結果は、安田ワイ
ズがベスグロ優勝、
塚本ワイズが同ス

一泊のなかでは常
にワイズ体験談が

コアー85で2位で
した。3位、4位

飛び出し、ニュー
メンバーの高橋さんはいい経験だったと思います。

にゲスト様が入賞
となりました。久

参加者︓林、桂、岩本、高橋、野田、野田メネット

しぶりのワイズリ
アル開催で、ウエ
ストの良さを堪能できる1日になりました。

２０２０年度ブリテン製作テーマ

EMC交流会（BBQ）
9/16(水)
交流IBC/DBC委員 牧野 万⾥子ワイズ

模擬例会

9/24(水)
ブリテン委員会

9月16日（水）EMC交流会が開催されました。コロナ禍の
中、新しい生活様式に対応を取り入れ、万全の感染をして、

9月24日模擬例会が開催されました。各委員会単位で会場
を分かれて、それぞれの会場をオンラインでつなぐという形

交流を深めながら40周年のことやクラブの運営について、み

になりました。会⻑挨拶から乾杯にかけてオンラインで結び、
歓談時間はオフラインとして、再びオンラインで結んだ後、

んなで話し合うことを目的とした企画です。午前中は瀬田⻄
ゴルフコースで、ゴルフ交流会、夕方からはBBQ交流会とい

各委員会報告という形になりました。コロナ渦の中、IBC、D

うプログラムです。私は夕方からのBBQに参加させていただ

BCといったことを想定しての新しい例会の作り方として、と

きました。

ても意義深いものになりました。

北大路駅から送迎バスに乗り上賀茂グランピアパークへ向
かいました。到着後、ゴルフ参加組のメンバーと合流。会⻑、
EMC委員⻑の挨拶、感染対策の説明、そして乾杯と進⾏して
いきました。秋の心地よい風を感じながらいただくビールと
お料理は最高です。久しぶりに会って話す機会ということも
あり、話が尽きないようです。またゲストの方もとても雰囲
気に溶け込んでいただいき話も弾みました。ゲストの皆さん
も前向きに入会を考えていただいているようで、とても嬉し
いです。宴もたけなわ、あっという間の２時間でした。会っ
て話をすることの大切さ、みんなで集まれることのありがた
さを改めて感じました。午前中のゴルフ大会では、はゲスト
を含め１０名の参加者が朝からプレーを楽しまれ、安田ワイ
ズが優勝されたとの事です。みんなで集まれることのありが
たさを改めて実感いたしました。
参加人数︓ゴルフ参加者10名（ゲスト２名）、BBQ参加者
１９名（ゲスト２名）

withコロナの時代の新しい周年事業のあり方〈第3回〉
40周年事業実⾏委員⻑ 市橋清太郎ワイズ

周年事業の中には周年記念
誌の発⾏と記念ファンドがあ
ります。記念誌は5 年周期で
は簡易にまとめたもの、10年
周期では背帯付きの冊子を発
⾏しています。ここ何回かの
記念誌はいずれも中原さんに
編集⻑をお願いしており、今
回もそうしています。現在は
病気療養中ですが、お元気を
取り戻されてご尽⼒頂けると
期待しております。もちろん
他のメンバーの協⼒が不可欠
です。今期のブリテンの新しい取り組みであるWebブリ
テンのように記念例会にご列席頂けない方にもその様子
を映像で配信するなどのアイデアも取り入れられたらと
考えています。
記念ファンドではお祝いに記念品を添えるという目的
と、多くの予算をかけている記念事業の少しでも費用の
足しになるようにという意味合いで⾏っています。30周
年の時にはウイスキーを樽買い(オーナーズカスク)して、
それを瓶詰して100本予約販売して好評を博しました。
現在のウイスキーブームの起こるまえだったので実現し
ましたが、今ではいくら積んでもできない状況でまさに
記念するに相応しい商品でした。今回は丹波の京都産ワ
インを検討していましたが、記念例会の縮小で多くの販
売数を望めなくなりました。しかし、収益は僅かでも記
念品は記憶に残したいので、どんな形になるか分かりま
せんが引き続き検討していきたいです。

YMCAニュース10月号(2020年9月20日作成)
１．文部科学省 子供たちの心身の健全な発達のための子
供の自然体験活動推進事業「YMCA自然が子どもを元気に
するプロジェクト」
リトリートセンター（日帰り）10月、12月、1月、2月、
3月 (宿泊)3月25日〜26日

日程、内容、申込み方法など詳細はこ
ちらを読み取ってご覧ください。

２．ＹＭＣＡ三条保育園「子育て支援企画」協賛のお願い
すでに、協賛などご協⼒いただきましたみなさまありがと
うございます。引き続き、協賛などご協⼒よろしくお願い
します。「音楽劇団てんてこ座」親子で楽器作りや劇団の
演奏を楽しむプログラム
日 時︓11月14日（月・祝）10時〜11時30分
場 所︓京都ＹＭＣＡ
対 象︓当園の園児や近隣にお住まいのお子様（就学前
幼児）と、その保護者
問合せ︓保育園園⻑ 山下（ＴＥＬ075-254-8131）
３．活動継続支援寄付⾦のお願い
京都ＹＭＣＡは子どもたちの心身の健康を守りや発達を
促すための活動や、高齢者の免疫⼒を高めるための身体活
動のプログラムなどの活動を続けています。ただ、財政的
には厳しい状況が続いており、事業の4月、5月の休止は大
きな痛手となっております。
既に多くのワイズメンに個人や会社の名義、クラブ単位
等でご協⼒いただいていますが、活動を継続していくため
の寄付⾦にみなさまのご支援・ご協⼒をお願いいたします。
振込先︓（京都銀⾏ 本店）普通口座 721365 京都ＹＭ
ＣＡ（キョウトワイエムシーエー）（ゆうちょ
銀⾏）郵便振替 01030-6-733 京都ＹＭＣ
Ａ ザイ）キョウトワイエムシーエー

ワイズの小窓

（３）ドライバー委員会
ブリテン委員⻑

森田 惠三

９月号の「ニコニコ」より先に書くべきだったかと
思いますが、今月はドライバー委員会について書いて
みます。
そもそもこの委員会は京都部と中⻄部には全クラブ
にあるものの、他のクラブの大半は年間を交代制で担
当されているようで、⻄日本区８０クラブの内４３ク
ラブしか設けられていません。京都ウエストでは細則
１８条の８にドライバー委員会についての定めがあり、
「例会及びその他の会合において種々の計画やアイディ
アによりその会を盛り上げ、会員間の親睦を図り、ま
た参加会員の自己啓発を推進する」とあり、そのため
に会場内の設営や備品管理を⾏い、「クラブ資⾦の調
達のための工夫と活動を⾏い、献⾦を促す。」と規定
されています。ニコニコマンの指名活用やクラブ内オー
クションなどもクラブフアンド作りの一施策だという
ことになります。
ことほど左様にドライバー委員会は、クラブにとっ
てはとてつもなく重要な委員会と言えるのです。出席
者にとっても、良質の職業人として愛に基づく自己研
鑽の場という自覚に⽴って異業種会員と接触し、奉仕
の源泉たる親睦を深めるコミュニケーションホールで
あり、人間性を高めるトレーニングルームでもあるの
です。
もとより例会が充実したものとなるか否かは、役員
会の決定を通したプログラムの内容はさりながら出席
者全員の何かをつかんで帰ろうと思う積極的な心構え
と協調的な⾏動に懸かっていると言えます。しかし、
なんと言ってもドライバー委員会の存在とその気配り
が大きなポイントとなるように思います。
毎回指名制で⾏われる司会やニコニコマンの担当、
メンバーの３分スピーチなどは会員一人ひとりの自己
成⻑を助ける絶好の訓練機会となっていますし、全員
が起⽴して拍手で迎えるゲストスピーカーへの温かい
気配り、クラブへの関心と共に一種の緊張感を覚えて
おられるだろう入会候補者やビジターの座席決定や迎
え方は、来訪者をリラックスさせるだけでなく、入会
候補者がクラブの初印象の良否をもって入会決断のキー
ポイントとされるかもしれないことを察するとき、ド
ライバーとしては決して忘れてはならない配慮だと思
います。
最後にメンバーの皆さんにドライバーへのお願いで
す。他クラブへメイクアップされた時に、ウエストと
は一味違った例会の様子をみて参考になると思われた
ことを伝えたり、ウエストに相応しいゲストスピーカー
を知ったときには推奨するなど、楽しい例会、意義あ
る例会、来てよかった例会は、全て参加者一人ひとり
の参加意識の高さと楽しみ方にあると心から思ってい
る次第です。

日本ワイズの温故知新
直前アジア太平洋地域会⻑、田中博之ワイズの著作
から転載させていただき、短編シリーズとして６回に
わたり掲載いたします。ウエストの皆さんには「ワイ
ズを知る」ための参考としてください。
（ブリテン委員⻑ 森田惠三）
短編シリーズその３

１０月号【国際協会に復帰】

1946年、米国ペンシルバニア州・ブラッドフォードで
の第22回国際大会で、日本の国際協会復帰受け入れが
提案され、満場の拍手で承認されました。1947年、軍
務で韓国に駐在していたカール・N・バーグストロー
ム前国際理事が来日し、各地のクラブを巡り、また、
連合軍総司令部(GHQ)に日本区の国際協会復帰許可の
後押しをしてくれ、日本の民間団体では異例の国際組
織への早期復帰が実現できました。1947年から1949年
までに金沢、福岡、名古屋、京都等の21クラブが新た
に国際協会に加盟しました。
1959年、クラブ数４０を超えていた日本において初め
てのアジア地域大会が東京で開催され、海外からの参
加55人を含め302名が参加しました。1966年のハワイ・
ホノルルでの第42回国際大会には日本から118人の代
表が、航空機をチャーターして参加しました。この大
会では1954年から1957年に国際副会長も務めた奈良傳
がハリー・M・バランタイン賞を受賞しました。なお、
この後、鈴木謙介（1982）、竹内敏朗（1987）、田中

へ寄贈報告 佐治会⻑
リトセン担当者遠藤様へ相談、備品の全てを寄付贈呈。残置物の処
理は後日。くりの木は10〜11 月頃に竹園ワイズのご協⼒でリトセ
ンへ
6 ８/２７（木）ドライバー・EMC 委員会ZOOM 交流会報告
⽴山DR 委員⻑
19-20︓30 まで開催。With コロナでの開催検討。EMC 企画の確認。
7 ８/３０（日）徳義会夏祭り報告 ⽴山DR 委員⻑
13〜15︓30、CS メンバー5 人と牧野Y、吉川直前が参加。ジュー
スの贈呈とまと当てゲーム、景品でお子さんたちに楽しんでもらう。
8 ９/１６（水）EMC 交流会について 島田EMC 委員⻑
瀬田⻄にてゴルフコンペと夜のBBQ（上賀茂グランピング場）。コ
ロナ対策をした上での開催。
9 ９/24（木）委員会主催交流模擬例会について 市橋交流委員⻑
ZOOM を利用した模擬例会を開催。各委員会ごとに集合、拠点をテ
レビ会議でつなぐ。
DBC ペンタゴン、IBC クラブからも参加あり。
10 １０/22（木）キックオフ例会について ⽴山DR 委員⻑
18-21 時の開催。ゲストは中村部⻑、牧野国際交流主査。
11 メロンファンド報告＆ポテトファンドの日程にについて
藤居ファンド委員⻑
メロンは48 個の売り上げ。ポテトは現状805 個（今期は男爵無し）。
10/25 日にワーク開催
12 中原ワイズお⾒舞い報告 佐治会⻑
9/3 日に会⻑、安平、林（茂）、塚本Y でお⾒舞い。当日は元気に
しておられた。
13 その他
CS----------CS+アクトで委員会開催。
Y サ—-------サバエ、リトセンなどあったがウエストは自粛中。
ブリテン---デジタル配信に変更中、追加配信先の確認。
交流-------市橋委員⻑が岩国みなみの例会に参加、報告。

＜協議事項＞

司会︓安平書記
議事録作成者 林CS 委員⻑
前月議事録確認の件（6 月役員会※7 月ML 送信済み）
会⻑挨拶 佐治会⻑
with コロナの中での今期初めてのスピーチ。メンバーのお顔をお⾒
れるのがうれしい。

1 ウエストクラブ第40 期本決算、第４１期修正予算案の総会承認方
法について 角谷会計
メールにて配信、承認をもらう予定。（このことについてメンバー
の承認は必要）
2 ウエストクラブ例会の新型コロナ対策ルールについて
ウエスト独自のルール作り。2次会は基本無しで。
佐治期はコロナ対策ガイドラインを検討中。
＜他クラブ関係＞
熊本にし----台風10 号による被害確認。9/9 日現在被害無し。
＜ＹＭＣＡ関係＞
子育て支援プログラムに関するご協⼒のお願いについて
河合Yサ委員⻑
ウエストからは2 万円の協⼒⾦。
YMCA チャリティーファンドグッズの案内マスクの購入要請あり。

＜報告事項＞

＜京都部関係＞

真（1995）、三井満寿雄（2002)、今村一之（2006）、
奈良信（2010。奈良傳の子息）、藤井寛敏（2018）が
受賞しています。
2020年9月10日(木)9月佐治期オープン準備役員会議事録

1 第４０期の報告事項まとめ 吉川直前
6/20 日引き継ぎ例会33 名の参加。6/21 日40 期最後の評議会参加
報告
2 第４１期７/１〜９/10 までの報告事項まとめ 佐治会⻑
6/21 日第1 回評議会報告、京都部は12 月まで活動休止、中村部⻑
は来期も続投で承認。みやこふれあいまつり中止、1 万円の協賛⾦
を贈呈。7/21日ZOOM 交流会開催報告。
3 7/18 京都文化芸術推奨⾦事業「和沙コンサート」広告協賛報告
森田BR 委員⻑
ウエストクラブから2 万円の協賛⾦。メンバーによる企業協賛もあ
り。Youtube 再生4500、エンドロールにウエストの名称掲載。
4 ７/2６（日）⻄山竹林整備事業閉幕式報告 林CS委員⻑
13 時から1 時間、例会形式で開催。東前さん、赤松さん、大⻄さん
含め総勢15 名の参加。備品の確認と近隣への案内。終了後にランチ
交流会を開催。
5 ８/５（水）竹林撤去作業及び備品一式をYMCA リトリートセンター

1 9月13日(日)第二回京都部評議会(ZOOM)について 佐治会⻑
佐治会⻑の参加

＜その他＞

1 40 周年記念例会の進捗状況 市橋実⾏委員⻑
8/31 日全体会議。2020 年12 月が開催方法の確認期限。3 部の懇
親会は無し。来客数は極⼒少なく、web 配信、ビデオ配信などを検
討。記念ワインの可否も検討中。アクトは現状のまま進⾏中。
2 国際表彰Challenge2２「各地域において、最も会員数が増加した
部」として 佐治会⻑
アジア太平洋地域京都部が受賞。24期島田部⻑、おめでとうござい
ます︕︕ メンバーは50 数名の増加（純増18 名）
備考 京都部事務局より。元アジア太平洋地域会⻑田中ワイズ（東京
多摩みなみ）からネパールのワイズメンズクラブより日本のクラブ
へのIBC 希望があるという件の案内があった。

第41期ブリテン委員会PR

41期のブリテン企画動画インタビュー番組『WEBバンブー』︕
第３回目のゲストは、「桂厚子ワイズ元京都部部⻑」です。
お仕事の話、ウエストクラブのこと等々、森田委員⻑がインタ
ビューをすすめていきます。是非お楽しみください︕
再生はこちらから・・・

https://www.youtube.com/watch?v=yDHExRG-uBU
名言ひとこと

ブリテン委員⻑

森田 惠三

欲深き人の心と降る雪は

Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ

積もるにつれて道を失う

鈴木けい子(10/6)・奥田英詔(10/15)
立山益子（10/10）・林宏美(10/17)
萬谷晃子(10/17)・塚本由美(10/30)

高橋泥舟の道歌

編集後記

ブリテン委員⻑

Ｈａｐｐｙ A n i v e r s a r y
加藤秀行・晶実（10/10）・林茂・宏美(10/20)

森田 惠三

新企画として、みやこ作業所の特集記事やＤＢＣ東京西
クラブ紹介記事などを盛り込んだ豪華版１０月号をお届け
します。今後とも親しく楽しめるBambooを目指します。ど
うぞ愛読ください。

２０２０年１０月スケジュール

1日

木

8日

木

22日

木

25日

日

後報

19:00 三条Ｙ

３日

日 YM CA創⽴13 0 周年記念

第一例会役員会

19:00 三条Ｙ

5日

木

第二例会キックオフ例会

18:00 東急Ｈ

12日

木

後報 丸進運輸

26日

木

後報

後報

三役会

ポテトワーク
40th記念例会ZOOM会議

メンバー数
会
員 34名
5名
広義･功労
1名
特別ﾒﾈｯﾄ
合

計

２０２０年１１月スケジュール

40名

9月出席率***％
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ含む
8月出席率***％

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

*名
*名
*名
*名
*名
*名

**名

第二例会
メ
ン
広義･功
労
メネット
コメット
ゲ ス ト
合

計

三役会

後報

後報

19:00

三条Ｙ

第一例会役員会

19:00

三条Ｙ

第二例会

19:00

東急Ｈ

リトセンオータムフェスタ

ニコニコ
前月累計
第二例会
累 計

*名
*名
*名
*名
豪雨震災募⾦
*名
前月累計
*名
8月
** 名 合 計

円
円
円
0円
0円
0円

後報

後報

ファンド
メロン
合計

7,900 円
円

7,900 円

