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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

⻄日本区強調月間

語

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〜

今期YMCAと協働した活動を振り返り、次期に継続で
きるクラブの支援をみんなで考えよう。
益国隆人 Ｙ・サユース事業主任（広島クラブ）

今月の聖句
互いに愛し合いなさい。これがわたしの命令である。
ヨハネによる福音書 15章17節
＜解説＞新しい出会いが始まる4月。コロナ禍によりオンラインでの
出会いも増えています。どのような出会い方であっても「互いに愛
し合う気持ちを持って」友情を築いていきたいです。
(担当主事 阿部和博)

会

第４1代
会⻑主題

YMCAサービス・ASF

万能一心

〜try one’s best （最善を尽くす）〜
終盤を迎え

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

直前会⻑

吉川 忠

皆様いつもお世話になり有難うございます。佐治会⻑期もやっと始まったと思っ
ていたら、あっという間に4月になり、いよいよ終盤になってきました。色々とや
りたい事や計画していた事もなかなか実⾏できず苦しい思いもたくさん各々にあ
るとは思いますが、2月にはメンバーのみならず他クラブのワイズメンの方々のご
尽⼒により、40周年記念例会を無事に開催できた事をとても嬉しく思っています。
やはりメンバーで何かを、⾏う事は楽しくまた緊張もあり、考えさせられる事も
多々出てきて自分にとっても勉強になりました、感謝でいっぱいです。
まだまだ、ワイズ活動も、世の中の経済もいつも通りには動いておらず皆様に
おかれましてもストレスを感じる日を、お過ごしとは思いますがこの難局を皆ん
なで乗り越えましょう。
残すところ3ヶ月になりましたが気候も過ごしやすくなり、やれる事も少しずつ
ではありますが、増えてきています。
以前のように皆んなでという事が、出来にくくになってきましたが、新たな変革の時代の始まりだと思いますの
で、これからは中止ではなくやり方を変えて実⾏していけるように皆んなで、協⼒して残りの期を、めいいっぱい
楽しんで盛り上げられるようにやっていきましょう。
どうか皆様お身体をご自愛くださいますようお願い申し上げます。

２０２０年度ブリテン製作テーマ

EMCゴルフコンペ

3/16（火）
EMC 島田博司委員⻑

第2例会

Yサ・ユース委員会

高田

3/25（木）
奈波ワイズ

3月16日近江カントリーにおいて、EMCゴルフコンペが

3月25日(木)東急ホテルにて例会が⾏われました。(ZO

開催されました。このコンペはコロナ禍の中、ホテルでの

OM参加あり)久しぶりの東急ホテルでの例会、今回は新人

EMC事業ができないとのことから、佐治会⻑期初めての委
員会にて話が出、記念例会などのスケジュールの関係や、

メンバーの皆様に、ベテラン、中堅メンバーを少しでも知っ
てもらおうということで、メンバースピーチがメインでし

緊急事態宣言期のことも考慮し、委員会の中でPTを⽴ち上
げ、いわば佐治会⻑肝いりのEMC事業です。しかしながら

た。スピーチをした方が次のくじを引くという方式で、誰

緊急事態宣言が⻑引き、開催の是非についても心配されま

る姿、聞き入る内容で、私もこんな風に喋れるようになり
たいなぁと思いながらみてました。今まで当たり前だった、

したが、ゴルフ場側の感染対策も十分⾏き届いているとの

がくるかわからない中、さすがベテランの皆様。堂々と喋

ことで、開催に至りました。当日はゲスト20名、メンバー
15名、計35名の参加をいただき、心配された雨もそれほ

直接顔を合わせて話を聞く、会話をするということが改め

どきつくならず1日楽しく安全に終えたことは、メンバー

メネットの妊娠報告︕本当におめでとうございます︕皆ん
なが笑顔になれる素敵なニュースでしたね︕

の皆さんのおかげだと感謝しています。残念ながら大会後
の懇親会は中止となりましたが、これを機にゲスト20名の
うち、数名の新規入会者を目指して、今後ケアしていきた
いと思います。またリトセンチャリティゴルフも兼ねてお
りましたのでたくさんのチャリティ募⾦も集まりました。
重ねてお礼申し上げます。

て嬉しいことなんだなと感じた時間でした。そして野々口

【 ＤＢＣ特集 東京ひがしクラブ 】
交流は⼒です︕

交流担当

竹内 聰

京都ウエストクラブの皆さん、ご無沙汰しています。昨年からの新型コロナ感染で、楽しみにしていた貴クラブ40
周年記念例会に参加出来なかったことは非常に残念でした。「BAMBOO 3月号」の市橋記念例会実⾏委員⻑の報告を
読み喝采の拍手を送ります。それは、入会式で森田ワイズのご子息が入会した喜びです。１年以上前から入念な準備を
⾏い、森田ワイズ、メネットは全く知らない入会式を迎えたことです。素晴らしい仲間の結束とサプライズ演出に驚き
です。東京ひがしクラブは、貴クラブ会⻑引継例会に何時も押し掛けています。その楽しみは、現会⻑には内緒で、一
年かけ準備する恒例のサプライズです。印象に強く残るのは、会⻑ご夫婦の結婚式です。家族と一緒にご夫婦へ送る祝
福が素晴らしかったこと、司会者の話術が上手で会場一杯に笑いと拍手が続きました。これが京都ウエストクラブの⼒
と何時も感心します。40周年記念例会でもヤッタね。（⾒たかったです。森田ワイズ、メネットの驚く顔を・・・・。）
京都ウエストクラブと東京ひがしクラブは、1997年6月7日第50回日本区大会（名古屋）において、松本会⻑（京
都ウエストクラブ）、高野会⻑（東京ひがしクラブ）によってD B C認定証にサインされ、国内兄弟クラブとなりまし
た。両クラブ合同のイベントは、東山荘と浜松で⾏なわれた宿泊合同例会。三年に一度⾏なわれる「深川八幡祭り」に
合わせて一泊二日の合同例会が今も続いています。一日目は、合同例会を⾏い。二日目は早朝からお揃いのハッピを着
てお神輿を担ぎます。お神輿の担ぎ
手めがけて、両脇から放水が掛けら
れ全身びしょ濡れになりながらも掛
け声を出して真夏の暑さを吹き飛ば
します。
お互い無理せず末⻑く交流を続け
る事を誓って国内兄弟クラブとなり
24年。来年は25周年です。何処か
に集まって合同例会を⾏いたいです
ね。
最後に、京都ウエストクラブの皆
様の健康と活動をお祈りいたします。

2020年度卒業リーダー祝会(京都YMCA)

3/14（日）
ブリテン委員会

３月１４日（日）１５時〜より京都YMCA本館１階ロ
ビーにて卒業リーダー祝会が開催されました。

次期京都部クラブ会⻑・役員懇談会
(キャンパスプラザ京都)

3/19（⾦）
ブリテン委員会

3/19（⾦）京都部次期会⻑・役員懇談会が、キャンパ
スプラザにて開催さ
れました。

ペンタゴンオンライン交流会
3/20（火）
牧野万⾥子国際・交流主査

熊本にしクラブ岩本ワイズのお声がけで、ZOOMにて
ペンタゴンDBCオンライン交流会が開催されました。先
ずは乾杯で始まり、各クラブの活動報告や、メンバーの
近況報告など、話は尽きることがありませんでした。そ

一度その意義を確認し合い、しっかりとした歩みで踏み
ださねばならないと思います。
今、４０年前のウエスト誕生を想起すると、それは京
都パレスの１０周年記念事業を契機としての企画であり、
その目的は開設数年後の⻑岡ＹＭＣＡへの強い支援を図
るために、⻄山地域に密着した奉仕活動を展開すること

して⻄日本区大会でのペンタゴン交流会について話が盛
り上がり、最後に記念撮影をして終了となりました。初

を目指した新クラブの創⽴でありました。

めての試みではありましたが、参加メンバーは雰囲気に

ス流ともいうべき溌溂とした熱気溢れた活動をもって成

溶け込み、皆で楽しい時間を過ごすことができました。
コロナ禍で思うように⾏き来はできませんが、各クラ
ブのDBC交流を大切にしたいという熱い思いを感じると
ともに、改めてワイズの友情に感謝いたしました。今後
も定期的に開催ができれば良いと思います。ご参加の皆
様、お疲れ様でした。
2021年3月20日

18時30分〜20時30分

その後のウエストはあたかも水を得た魚の如く、パレ
⻑してきました。この間つねに会員増強に努め、京都洛
中と京都みやび両クラブのキイメンバーとして２０数名
が移籍したにもかかわらず、その減少をカバーしクラブ
の⼒を落とすことなく、今回の４０周年を会員４３名で
共に祝うことができたことは、まことに喜ばしいことで
あり、これをウエストの誇りとして未来宣言の達成に向
かってのエネルギーにすべきと思います。それは同時に、
新クラブ誕生の経験者が私一人となっていることを思い
出させ、時の経過をしみじみ感じさせる次第です。
洛中は1988年７月の京都国際大会開催を契機とした京
都部の会員増強策に応じて1988年1月10日に誕生しまし
た。みやびは1992~93年度第38代日本区理事だった私
が、1997年の国際協会創⽴75周年を目指しての会員増
強を提唱した6000プロジェクトに呼応して、日本区に誕
生した11クラブの1つとしての協調活動の一端によるも
のでした。
その折の理事が今やまた、ワイズ将来構想特別委員⻑
として1997年⻄日本区発足以来連綿と続く会員減少に⻭
止めを掛け、2022年の国際協会創⽴100周年には、往時

ワイズの小窓(7)

Extension (拡張)とは
新クラブの設⽴（その１）
ブリテン委員⻑

森田 惠三

の回復発展を目指して会員増強を強く呼びかけている⽴
場に在るときに、今回のウエストの未来宣言が、４０周
年という大きな節目を大切なチャンスとした狙いから、E
xtensionへの決意表明がなされたことに不思議な縁を感
ずるというのが正直なところです。
しかし、この機において私が残念に思うことがありま
す。それは、自分自身が日本区理事として国際協会加盟

私たち京都ウエストは、先の創⽴４０周年記念式典に
おいて、佐治会⻑が会員一同を代表してまことに重要な
未来宣言を発表しました。
それは「クラブ全員が万能一心でメンバー数５０人を
目標とし、４５周年までに新たなクラブを創出する」と
いう誠に大事な決意声明でした。参会者の面前で発した

認証状を手交した11クラブの内、すでに４クラブが消滅
していることであります。独⽴独歩でワイズ活動を続け
てこられたクラブのこと故、それぞれに事情があったこ
とは推察できるものの、改めて思うことは、やはり「人
の生命の有限性とクラブ生命の無限性」ということです。
この関係性については、既にブリテン１２月号に詳述し

ていますので再度繙いていただくことをお願いするとし
未来宣言は公約です。公約の履⾏は責任ごとであります。 て、Extension への挑戦にあたって心がけるべきことに
したがって現在のクラブの状況を十分に分析した上での ついての私論を次号に記述したいと思います。
ことであると理解している私たちではありますが、この
楽しい夢の実現への第一歩を踏み出したことについて今

第一例会兼役員会（三条YMCA)

3/11（木）
ブリテン委員会

第一例会がYMCAにて開催されました。ハイブリット方式
にての開催となりました。

までに準備していきたい。
船木元LD委員⻑のリーダーシップについての講演が分
かりやすかった。森田委員⻑のお話も心に響いた。京都
部が他部を引っ張っていかねばと感じた。
単日開催であったが20分間お話させていただいた。研
修制度の⾒直しが必要。
福田副会⻑,牧野次期国際・交流主査,森田将来構想委員⻑
6 ３/16（火）EMCゴルフコンペ＆EMC交流会について
3名入会を目標とする。ゲスト20名、メンバー15名、
総勢35名参加予定。8︓40集合、8︓45スタート、懇親
会無し、現地で表彰式を⾏う。ウエスト活動案内チラシ
を参加者に配布する。
島田EMC委員⻑
7 3/25（木）第二例会について
東急ホテルで通常例会として開催する。メンバースピー
チを予定。
8 4/22（木）Yサ例会について

⽴山DR委員⻑

阿部連絡主事に講演いただく。前期から今期にかけて、
新しいメンバーが増えており、YMCAについて知る機会と
して企画したい。
河合Yサ委員⻑
9 ウエスト企画「YMCA・ワイズソングCD」作成案につ
いて

3月佐治期

オープン役員会（第一例会/通算885回）

ハイブリッド方式 議事録

新年例会以降、歌入りCDを借りて流しているが、音源
が古い。部会とワイズデーで協⼒いただいた和紗さんに
依頼し、新たに作成したい。30万円位必要。クラウドファ
ンディングで資⾦集めを⾏い、ファンドで販売できれば
と思う。明るい印象に加え、コロナ禍の中、活性化に繋
がると思われる。販売型クラウドファンディングである
が、専門業者の⾏うものでなく、ワイズメンのみに限定
した形で⾏いたい。→更なる協議の上、総会で諮る。
佐治会⻑

報告事項
1 2/19（⾦）YMCAサービス・ユース事業懇談会（ZOO
M）参加報告

10 3/15（日）各種献⾦締切について（CS・TOF・RB
M・YES・FF・BF・Yｻ）

総勢41名参加によるオンライン会議として開催、藤尾
主事からYMCA報告、京都部18クラブからYサ関連の活動
報告が⾏われた。佐治会⻑、河合委員⻑が出席。

11

河合Yサ委員⻑
2 2/15（月）締切

使用済み切手回収の報告

ウエストから4名が切手提供し、京都部全体では4クラ
ブが協⼒した。買取価格は1㎏あたり国内600円、海外1,
000円。
牧野国際・交流主査
3 2/25（木）TOF例会報告
京都YMCAにて開催、的場CS主査より講演いただき、短
時間であったが、体験談等、聞かせていただいた。
佐治会⻑
4 3/5（⾦）夜桜フェスタ第一回実⾏委員会報告
感染対策、人数制限を⾏い、昼間にさくらフェスタの
名称で開催される。ウエストは屋台出店予定、詳細は委
員会にて検討する。
5 3/6（土）次期会⻑・主査研修会

河合Yサ委員⻑
について

ZOOMにて参加。次期⻄日本区を担われるトップスの
方中心に進められ、森田将来構想委員⻑も講演された。
京都部単独の研修会も日を改めて⾏われる。次期の開始

半年報の人数ではなく、当初予算通り、50名計算で拠
出する。
角谷会計
各事業委員会より

（CS）徳義会めぐみさんへ卒業式の袴の用意を⾏った。
（交流）ペンタゴンにて非公式でオンライン飲み会が⾏
われる。日程は後日連絡。
（ブリテン）4月号Webインタビューは粉川ワイズに決
定。40周年記念誌委員会も開催、6/末発⾏予定、㈱京都
こぴいに依頼する。メンバーのひと言と顔写真を3/31ま
でに提出いただきたい。
（森田） 3.11記念礼拝、追悼のつどいにオンラインで参
加。ペンタゴン会計から2万円、献⾦として拠出した。
各事業委員⻑
協議事項
1 第42期ウエストクラブ

事業委員⻑について

地域奉仕・環境 胡内、Yサ・ユース 安田、EMC 中
川、ドライバー 吉川、ブリテン・広報 奥田、ファン
ド 野々口、交流 角谷、メネット 福田仁美 とする。
→Web採決
2 第41期佐治期会計中間報告について

福田副会⻑

実質10月〜12月まで2か月しかなかったため、2月分ま

で計上している。
ポテト・BFファンド基⾦取崩①②の取崩しは⾒送って
いる。
→Web採決

角谷会計
ＹＭＣＡ関係

1 3/13（土）３/14（日）The Y cupミニバスケットボー
ル大会 中止について
予算化分1万円を寄付⾦として協⼒する。
河合Yサ委員⻑
2

3/14（日）卒業リーダー祝会
規模縮小し、時間短縮して開催、佐治会⻑出席予定。

祝⾦は渡し済み。
河合Yサ委員⻑
3 「京都YMCA創⽴132周年記念メッセージ」について

4 6/5（土）6/6（日）第24回

⻄日本区大会について

できるだけ多くの方、参加いただきたい。
5 ワイズ将来構想特別委員会 活動報告

林書記

平安徳義会成人式アクトの記事を林正章ワイズに執筆し
てもらい、国際会⻑ニュースに寄稿する。2022年国際1
00周年を機に新しいワイズの動きとして求められるもの
につき、アンケートを実施する。

森田委員⻑

YMCAニュース４月号(2021年３月2２日作成)
1． 4月からのボランティアリーダー募集
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。
（自然体験学習 、病気の子ども達の支援、病気の子ども

メールで案内の通り。
佐治会⻑
4【障がい児プログラム支援 】 ＹＭＣＡオリジナルチャ
リティーファンドマスクのご案内

の元気なきょうだいの支援、発達障がいのある子ども達

メールで案内の通り。
佐治会⻑
5 5月開催予定 京都YMCAインターナショナルチャリ
ティーランの延期について

〇対象
4年制大学の2021年度1回生、2回生もしくは短大や2年

予算化分6万円を寄付⾦として協⼒する。
河合Yサ委員⻑
6 リトリートセンターのフェスタ名称変更等の件
時間帯変更につき、夜桜フェスタ→さくらフェスタに変
更。
河合Yサ委員⻑

制以上の専門学校の1年生
〇詳細は http://kyotoymca.or.jp/camp/?page_id=8
02 または、QRコードから読み取ってご覧ください。
〇募集説明会
以下の日程の19時〜20時に開催。
4月︓6日（火）、13日（火）、20日（火）、27日（火）
5月︓11日（火）、18日（火）、25日（火）

京都部関係

参加希望日時をお名前と

1 「京都︕綺麗やわぁぁ大作戦」について（開催期間）
令和3年1月19日〜4月20日
メールで案内の通り。ベスト着用の上、各自参加いただ
く。
林書記
2 リトセンチャリティゴルフについて（３月２０日〜２
０２１年４月１９日）
3/16ウエストコンペも対象可、参加者は2,000円協⼒い
ただきたい。
佐治会⻑
3 京都部活動報告
ネパールルンビニクラブと北九州クラブがIBC締結。3/
19次期勉強会が開催される。
牧野国際・交流主査、島田直前部⻑
その他
1 ミャンマーの新設ワイズメンズクラブ支援クラブ募集
について
特に対応は考えていない。
佐治会⻑
2 新型コロナ対策委員会 クラブ活性化資⾦の交付申請
現状、考えていない。

の支援、サマーキャンプ・スキーキャンプ）

佐治会⻑

3 国際選挙 2020/21 結果 速報について
国際会⻑にインド候補者が当選。国際議員当選の台北D
Tシェンさんは次々期アジア会⻑にも任命されているため、
今夏台湾で大会ができれば、皆でお祝いに訪問したい。
佐治会⻑、森田ブリテン委員⻑

合わせて

ilovecamp@

kyotoymca.org

までお

知らせください。

Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ
藤居 一彦(4/2)
胡内 陽子(4/13)
角田 憲彦(4/21)

Ｈａｐｐｙ A n i v e r s a r y
奥田 英詔・いずみ (4/7)
渡邊 昌嗣・栄⾥(4/１３)

名言ひとこと

ブリテン委員⻑

森田 惠三

情熱を持つ人は
情熱を持たない１００人に勝る
ウオルトディズニー

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』︕
4月配信は特別企画「40周年記念例会」の様子をお送りいたします。当日
欠席の方も勿論、未来に残したいこの記念例会の様子について、是非御覧
ください
再生はこちらから
第1部 https://youtu.be/291EaOOm0Ok
第2部 https://youtu.be/Ugny2eyUk_E

２０２1年4月スケジュール

1日

木

8日

木

22日

木

25日

日

三役会
第一例会・役員会
第二例会

計

19:00 三条Ｙ

6日

木

三役会

19:00

19:00 ZOOM

13日

木

第一例会・役員会

19:00

19:00 後日案内

27日

木

第二例会

44名

2月出席率100％
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ含む
3月出席率94.5％

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

三条Ｙ
三条Ｙ

19:00 東急ﾎﾃﾙ

ﾘﾄﾘｰﾄｾﾝﾀ

さくらフェスタ

メンバー数
会
員 37名
6名
広義･功労
1名
特別ﾒﾈｯﾄ
合

２０２1年5月スケジュール

17名
名
名
名
名
名

17名

ニコニコ
ファンド
第二例会
前月累計
メ
ン 31名 前月累計 70,000円
599,562円
広義･功労
3月）
2名 第二例会 21,000円
円
メネット
名 累 計 91,000円 合計
599,562円
コメット
名
豪雨震災募⾦
ゲ ス ト
名
前月累計
0円
ビジター
名
3月
0円
0円
合 計
33 名 合 計

