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国際会⻑ Ulrik Lauridsen (Denmark)
主題 輝かそう、あなたの光を

Let your Light Shine
スローガン 良いコミュニケーションは、全ての協⼒関係の基礎

である
Good Communication Is the Cornerstone
in Every Cooperation

アジア太平洋地域会⻑ Chen Ming Chen (Taiwan)
主題 Elegantly hange With New Era

新しい時代とともに、エレガントに変化を
スローガン Do it Rigth Now 今すぐ実⾏を

⻄日本区理事 田上 正（熊本むさし）
主題 原点を知り将来に生かす

Know the origin and utilze it in the future!
スローガン ⽴ち上がれワイズモットーと共に

Stand up Y`s Men with our Motto!
京都部部⻑ 石倉 尚（京都キャピタル）
主題 United by ＹＭＣＡ 〜ＹＭＣＡで、ひとつになる〜

標 語

Club Office
京都ＹＭＣＡ本館

〒604 中京区三条柳馬場角
TEL(075)231-4388

⻄日本区強調月間

TOF（Time of Fast︓断食の時）について

地域奉仕・環境委員⻑ 牧野万⾥子

ワイズメンズクラブ国際協会では、２月をＴＯＦ（Time of Fast）の強調月間としています。T
OFはタイム・オブ・ファスト（Time of Fast、断食の時）の略です。各メンバーが２月中に少な
くとも１食分の食事を抜き、その分を献⾦しましょう‼としています。ワイズメンが世界中の飢餓
に苦 しむ人々思い、全世界で展開しているプログラムです。ウエストクラブでは２月の通常例会
をＴＯＦ例会として、例会でのメンバーの食事の費用を献⾦しています。

【2021年度ＴＯＦ献⾦支援プロジェクトの一例】 このTOF献⾦は、全世界のYMCA・ワイズメンズクラブの
理念に即した地域や団体の支援資⾦として活用されています。
また2016年以降は発展途上国を対象とする、「SDGｓ」に

関連するプロジェクトにも用いられております。今期の⻄日
本区の目標は1,000円×メンバー数ですが、澤田会⻑の強い
思いで、ウエストクラブ目標額は50,000円（1,000円×50名）
としております。 途上国では、雨水を当り前の様に飲み、
食事はままならず、衛生的な医療を受けることもできずに飢
餓・貧困で幼い命が奪われています。私たち日本人は，蛇口
を回せばきれいな水が出て、スイッチに触れれば電気がつき、

衛生的な医療は当たり前に受けることができるという恵まれた環境で生活しています。生まれた国の環境によってこん
なにも違いがあると思うと胸が痛みます。献⾦はメンバーの温かい気持ちを形にできる事業です。この状況を少しでも
良くなることを願いながらメンバー一同で、思いを込めてＴＯＦ献⾦を⾏いたいと思います。また、２月のＴＯＦ例会
でのニコニコ献⾦38,000円は、TOF献⾦とは別に、⻄日本区災害支援基⾦にトルコ・ルコシリア地震被災者支援⾦と
して寄付させていただきました。トルコは東日本大震災では、いち早く救援隊を派遣し、最後まで献身的に救援活動を
⾏ってくれました。一日も早い復興を願うばかりです。

今月の聖句 マタイによる福音書25章40節
<聖句＞はっきり言っておく。わたしの兄弟であるこの最も
小さい者の一人にしたのは、わたしにしてくれたことなので
ある。<解説＞ここで描かれているのは、たくさん持ってい
る中からほんの一部を分け与える人ではなく、わずかしかな
くても、同じように困っている人の気持ちに寄り添い、持っ
ているものを分ける人。この⾏為によって、受け取った人は
愛情と言う温かさも受け取れるのです。担当主事 中村彰利

第４3代
会⻑主題

絆
〜 そして一歩前へ 〜

会⻑ 澤田⻑利
副会⻑ 林茂・藤居一彦
書記 中野かおる・安田繁治
監事 角谷多喜治
会計 中川由宇

CS献⾦100％達成と資⾦を有効活用した地域社会貢献に努め
ましょう。 伊藤 文訓 地域奉仕・環境事業主任(⻑浜)
例会へメネットも積極的に参加しましょう。メネット間の交
流促進、茶話会や旅⾏を計画して親睦を深めましょう。

吉本 典子 メネット委員会委員⻑(熊本ジェーンズ)

CS・Menette



２月４〜５日、第3回東⻄日本区交流会が開催されま
した。式典、講演会、懇親会、分科会が3種類、IBC/DB
C 締結式・・とメニューが盛りだくさんで、全てがとて
も深い内容でした。東⻄日本区25年の歩みでは、これま
での東⻄ワイズの歴史を動画で紹介いただき、歴の浅い
私からすると、これまでのワイズの深みを感じるところ
となりました。またワイズメンズクラブのオリジナルソ
ングのお披露目もあったのですが、こちらの曲は違う国
の人同士で一緒に協⼒して曲を作り上げる形ですすんで
おり、ワイズメンズクラブが国際協会であるところの意
味を感じる場面でありました。またYMI100周年記念と
して、現在ラオスにYMCAを作ろうという活動の紹介も
ありました。日本いる我々には理解できなところもあり
ますが、仏教国であるラオスでＹＭＣＡを作ることはか
なり難易度の高い取り組みだそうです。これを京都パレ
スの大野 嘉宏ワイズを中心に取り組まれているのですが、
この輪を今後は広げていきましょうということでした。
そして19:00以降はいよいよお楽しみの懇親会です。
京都ウエストとしては、新しいＤＢＣ先である千葉ウ

エストの方とはじめてお話する機会となりました。その
まま2次会もご一緒させていただき、東⻄におけるワイ
ズ活動の違い等様々なことを話す機会となりました。
そして二日目は8︓00からの礼拝にはじまり、分科会

を経ていよいよＤＢＣの締結式を迎えることとなりまし
た。私個人は時間の都合上⽴ち会えなかったので申し訳
ないのですが、無事京都ウエストと千葉ウエストは晴れ
て新しい仲間として締結ができたようでした。皆様お疲
れ様でした。とても内容の濃い2日となりました

第三回東⻄日本区交流会 二日目は神⼾観光のエク
スカーションとホテルでの「語ろうワイズの未来」分科
会に分かれて実施されました。我がクラブは「語ろう〜」
に参加しました。東⻄区からパネリストが3名ずつ檀上
に出て(京都からトップスの牧野さんが出られていまし
た)それぞれテーマに従い意⾒を述べられていました。
参加者が少人数に分かれてディスカッションする企画

もありましたが時間が少なすぎて中途半端な感じでした。
その後、Y's x SDGs Youth Actionの実施報告会が⾏

われ、最後にDBC締結式が⾏われました。先にに京都トッ
プスと茨木さんが調印式を⾏われ、そして東京⻄、京都
ウエスト、大阪⻄、神⼾⻄、熊本にしに千葉ウエストが
加わったペンタゴン(五角形)からヘキサゴン(六角形)⻄
連合の締結が⾏われました。千葉ウエストとの交流はこ
の東⻄交流会が初の場となりましたが、東日本区から2
クラブになり、バランス的にも良いのでこれから活発な
交流を続けて⾏きたいと思いました。終了後は森田さん
は理事・元理事懇談会へ、残った我々は南京町で塚本主
任と合流して中華料理と紹興酒を堪能して帰宅しました。
2日目参加者︓澤田会⻑、中野、河合、福田、牧野、

森田、市橋

第3回東⻄日本区交流会 2月4〜5日(土.日)
(ＡＮＡクラウンプラザホテル神⼾)DR委員⻑ 奥田英昭

第3回東⻄日本区交流会2日目 2月4〜5日(土.日)
交流委員⻑ 市橋清太郎



2月10日（⾦）マナホールにて、京都YMCA創⽴134周
年記念会員集会が開催されました。昨年はオンラインで
したが、今年はリアルで開催され、ワイズメンを中心と
した会員約20数名が参加しました。「教養としてのキリ
スト教」が今年の集会のテーマで、YMCAのベースとなっ
ているキリスト教について、会員にもっと気軽に関心を
もってもらおうという趣旨で、活動推進専門委員会によ
り企画が⾏われ、第1部で聖書朗読や感謝祈祷などセレ
モニーが⾏われた後、第2部で「⻄欧文化の中のキリス
ト教」のテーマで講演会が⾏われました。講師は洛中ク
ラブのメンバーであり日本画家として活躍されている坂
井昇さんです。坂井さんは若い頃、絵画の勉強のため、
ヨーロッパ各地を旅され、その中でキリスト教文化につ
いても学んで来られ、「天地創造」「受胎告知」「岩窟
の聖⺟」「最後の晩餐」「落穂ひろい」など、有名な絵
画をいくつか採り上げられ、キリスト教との繋がりを分
かりやすく具体的に説明して下さいました。普段何気な
く触れているこれらの時代の芸術にも、実はキリスト教
に基づく様々な背景があり、深い意味が込められている
ことを知り、クリスチャンでなくても教養としてキリス
ト教を知ることもまた意義のあることであると感じた機
会でした。出席者︓桂、河合

「中村隆司君 お疲れ様︕〜エルマークロー賞受賞祝賀
会〜」
2月19日（日）１８時よりウェスティン都ホテルにて

ウェルクラブで直前部⻑の中村隆司ワイズのエルマーク
ロー賞の受賞祝賀会が開催されました。本当にたくさん
の参加者で遠方は名古屋から熊本までのワイズメンが約
１２０人が集まりました。中村直前部⻑はコロナ禍の中、
2期続けて京都部部⻑を務められ、その京都部の活躍が
受賞に結びつきました。司会はαステーションのDJ し
もぐち☆雅充さん。中村ご夫妻の登場から始まり、受賞
の経緯などを⻄日本区直前理事の新山ワイズより、ユー
モアを交えたご説明があり会場を沸かせました。

現⻄日本区田上理事よりビデオレターや数々の祝電の
後、京都部石倉部⻑の乾杯で懇親会スタート︕中村部⻑
期の活動紹介ムービーを観て中村部⻑期の活躍を振り返
りました。懇親会も終始和やかで楽しく各テーブルから
の中村直前部⻑への参加者からのお祝いの言葉もたくさ
んあり、中村直前部⻑のお人柄がわかる暖かいメッセー
ジが寄せられました。中村直前部⻑からみんなへのご挨
拶は、部⻑をされるまでの経緯やその思い。そして部⻑
期の思いを語られ参加者のこころに残る素敵なご挨拶で
した。それから２年間の部⻑期を支えられた中村メネッ
トへ記念品の贈呈。中村直前部⻑ご夫妻は、どこも一緒、
本当に仲良くワイズきってのおしどり夫婦ですね。
本当に素晴らしい祝賀会でした︕中村直前部⻑︕おめ

でとうございました︕︕

2月12日(日)にラポール京都にて京都部評議会が開催
されました。
出席者︓澤田会⻑、佐治京都部PR委員⻑

エルマークロウ賞祝賀会 2月19日(月)
(ウェスティン都ホテル) 安平知史

京都創⽴134周年会員集会 2月10日(日)
(YMCAマナホール) Ｙサ副委員⻑ 河合久美子

京都部評議会 2月12日(日)
(ラポール京都) 澤田会⻑



2023年2月12日リーガロイヤルホテル京都にて京都グ
ローバルクラブ30周年記念例会が開催されました。

2月22日水曜日 第二例会TOF例会が、東急ホテルに
て開催されました。通年は、三条Yで開催される会です
が、今回は入会者が4人もいらっしゃり、折角なので、
ホテルにて開催されました。メン29人メネット、ゲスト
10名の39人の出席者でした。私が入会して、初めて4人
同時の入会式が⾏われ、⻄日本区より塚本主任と京都部
より⻘倉主査がお⽴ち合いくださり、より引き締まった
入会式を開催できました。感謝申し上げます。
新入会員の皆様の人柄がよくわかる、とても素晴らし

い入会式になりました。ウエストクラブにまた、心強い
メンバーが増えてクラブの⼒が一層高まった気がします。
続いてTOF例会の趣旨が牧野委員⻑より語られ、続い

て⻄日本区地域奉仕環境主任 伊藤文訓様よりTOF例会
の趣旨が語られました。特に献⾦について詳しく話され
ました。続いて、大野ワイズより、ラオスと日本につい
て、ゾウ頂いたり、バスを提供したり交流が結構あるこ
とをしりました。とても楽しいお話をしてくださり、ラ
オスという国を少し知れた気がしました。

２月２３日天皇誕生日に⾏われたYMCAチャリティー
バザーin三条YMCAに参加させて頂きました。ウエスト
はおしるこの提供…とても美味しかったです。ウエスト
参加者は、澤田会⻑、河合yサ副委員⻑、桂ワイズ、鈴
木特別メネット、野田メネット、安平ワイズ、山田ワイ
ズ、奥田ワイズ、⻑砂ワイズ、後藤でした。酒本ワイズ
も、前日入会して、頑張ってワークしてました。初参加
でしたけど、皆さんの雰囲気がとても良く…自分自身楽
しませて頂きました。今後もどんどん積極的に沢山参加
させて頂きたいと思います。宜しくお願い致します。

20

23.2.26（日）MKボウル上賀茂にてトゥービイークラブ
のホストで開催されました。クラブ対抗では1位洛中ク
ラブ・2位京都クラブ・3位トゥービイークラブでした。
ウエストでは野田Yのゲスト小牧さん3位そして野田Yは3
05点で12位でした。私のレーンでは高3の徳議会の生徒
が二人、それにヨーコゲスト。子供たちの投球は思い切
りよくバシャンかゴロン。10か0の激しいアップダウン
で大いに盛り上がり私も⽼コツ鞭打って楽しみました。
隣のレーンは徳議会の安達先生に野田夫妻と小牧ゲスト
でみんな静かな闘志メラメラのストライクばかりのプロ
集団でした。野田Yや小牧ゲストの賞品の他に3の倍数の
入賞者に銀座にしかわの食パンが何人かのメンバーに当
たりました。（私も）ホストの特別企画として25周年に
かけて25位の入賞者はツービイークラブの年間のすべて
の例会に無料招待するというものでした。それが175人
中の参加者の中で25位を射止めた人は元中村部⻑でした。
エエッーとホストのメンバーは仰け反っていました。参
加者︓澤田会⻑、野田夫妻、奥田、福田夫妻、林茂、牧
野主査、⻑砂、⻑砂コメ、徳議会安達先生，磐君，樹君、
天晴君（3名の高校3年生）ヨーコ小森＊当たった食パン
を磐くんが中2の⼥子⻑砂コメットにプレゼントしてい
た︕いい話︕

ＹＭＣＡチャリティーバザー 2月23日(木)
(京都YMCA) 後藤美菜子

チャリティーボウリング 2月26日(日)
(ＭＫボウル上賀茂) 桂厚子

京都グローバルクラブ30周年記念例 2月12日(日)
(リーガロイヤルホテル京都)

TOF例会 2月22日(水)
(東急ホテル) DR副委員⻑ 吉川忠



1月役員会澤田期役員会(議事録）
作成 牧野万⾥子委員⻑

報告事項
1 1/20(⾦)京都部国際・交流、ファンド、事業懇談会 ＆懇親
会 市橋交流委員
⻑
森田太平洋地域STEP・Ｉgo事業主任、小田⻄日本区国際・交流
事業主任、小林京都部国際・交流事業主査より事業の報告、アピー
ル、京都部各クラブより国際・交流事業、ファンド事業の活動報
告がなされた。懇談会では他クラブとの有意義な交流の時間を過
ごすことができた。参加者︓澤田会⻑、野々口ファンンド委員⻑、
市橋交流委員⻑、牧野ＣＳ委員⻑
2 1/28(土)沖縄クラブ チャーターナイトについて

市橋交流委員⻑
塚本⻄日本区ＥＭＣ事業主任の随⾏として参加。沖縄クラブは京
都トゥービークラブの子クラブ京都部のクラブとし10名でスター
ト。５月には新クラブチャーターの予定。懇親会では他クラブと
親睦を図り、またウエスト参加者と熊本五福クラブのメンバーと
もより深い交流の時間を楽しむことができた。参加者 塚本⻄日
本区ＥＭＣ事業主任、澤田会⻑、中野書記、角谷幹事、島田ＥＭ
Ｃ委員⻑、森田恵三ワイズ、森田真吾ワイズ、安平ワイズ
3 1/28(土)中⻄部 ワイズ100周年記念植樹について

澤田会⻑
大阪市⻄区⻑堀通り問屋橋筋⻄側緑地帯にサルスベリを植樹。大
阪⻄クラブ35周年、大阪土佐堀クラブ40周年、ワイズ100周年
を記念しての事業。ウエストクラブより５千円、ペンタゴンより
1万円を寄付。参加者︓澤田会⻑
4 2/1(水)次期三役会顔合わせについて 林茂副会⻑
忌憚のない活発な意⾒交換が⾏われ有意義な時間であった。
5 2/(4,5)土日）第３回東⻄日本区交流会について

市橋交流委員⻑
東⻄のワイズメン430名が一堂に集まることができた。１日目︓
奉仕団体フォーラム、アジア太平洋地域事業の紹介などのプログ
ラムを拝聴、懇親会の後は、ペンタゴン、十勝クラブ、千葉⻄ク
ラブと交流。2日目︓千葉⻄クラブが加わり、ヘキサゴンの締結
式が執り⾏われた。京都部では、京都トップスクラブが茨木クラ
ブとＤＢＣを締結。参加者 12名
6 2/12(日)京都グローバルクラブ３０周年記念例会について

安田外部書記
ウエストより13名参加予定。
7 2/22(水)TOF例会 について 奥田ドライバー委員⻑
京都東急ホテルで開催、ＴＯＦ例会につき食事の提供はなし。４
名の入会式、⻄日本区より伊藤地域奉仕事業主任、塚本事業主任、
京都部より石倉部⻑、⻘倉ＥＭＣ事業主任をお招き。ゲストスピー
カーは在京都ラオス人⺠共和国名誉領事大野嘉宏氏（パレスクラ
ブ）。例会終了後、高橋ワイズのお店で新入会員の歓迎会予定。
8 2/23(祝木)チャリティーバザーについて 胡内Ｙサ委員⻑
ウエストクラブは屋台でぜんざい80食分の提供をサポート。2月
10日よりＹＭＣＡ三条本館でバザー物品提供の受付。
9 2/26(日）チャリティーボーリング について

牧野CS委員⻑
合計18名参加予定。徳議会より先生1名、生徒さん３名参加。
10 3/9〜13(3/10-12)ワイズ100周年台北大会について

市橋交流委員⻑
ウエストより13名参加予定。河合ワイズ、森田ワイズは前日の
ウェルカムパーティーに参加。現アジア太平洋地域会⻑シェン・
チ・ミン氏(台北ダウンタウンクラブ)の国際会⻑の就任決定のお
祝いを届ける。

11 和紗ワイズソングについて 佐治PR委員⻑
クラウドファンディングは一旦終了。２月20日に委員会を開催
し今後の資⾦集めについて検討していく予定。
12 一泊例会について 奥田DR委員⻑
4月22日〜23日、湯ノ花温泉渓山閣で開催予定。
13 その他
Ｙサ委員会→3月23日(木)開催、テーマは「教えてＹＭＣＡ」講
師は中村連絡主事
ＣＳ委員会→平安徳議会より、卒業生の短期大学卒業生のへの袴
の衣装サポートの依頼があった。委員会で検討した結果、今期は
予算化もされておらず⾦額も高額であることから、丁重にお断り。

今後のサポート事業として委員会で検討していく。

協議事項 全て承認
総会議案

１ 上半期会計報告について 中川会計
中川会計より上半期の会計報告がなされた。※ＥＭＣ委員会の事
業費の一部が誤ってＥＭＣ例会費に計上されていた。後日、報告
書を訂正後メンバーに配信。
1 上半期会計報告を承認する。 澤田会⻑

承認
役員議案

１ 入会者について 澤田会⻑
小川 武志（オガワ タケシ）氏の入会式を2/22TOF例会とし
入会日を3/1とする。配属はドライバー委員会とする。 承認

YMCA関係
1 2/12(日)旧神崎小学校撤収ワークについて

胡内委員⻑・中村連絡主事
ウエストからは参加者無し。グローバルクラブ記念例会、京都部
評議会が同日に開催されるためワイズの参加者はなく、リーダー
のみで⾏う予定。
2 2/19(日)3/19(日)リトリートセンター冬から春の楽しいイ
ベントについて 安田外部書記
参加者は安田書記まで連絡お願いします。

京都部関係
1 2/19（日）京都ウェルクラブ 中村隆司ワイズ エルマーク
ロウ賞受賞祝いパーティについて 安田外部書記
ウエストより８名参加予定

その他
1 アジア太平洋地域の活動について 河合ASF事業主任
現アジア太平洋地域会⻑シェン・チ・ミン氏（台北ダウンタウン
クラブ）の国際会⻑就任決定

2 ⻄日本区の活動について 塚本EMC主任不在
九州部の合同例会、⻑浜クラブ、広島でのＥＭＣシンポジウムに
参加
3 京都部の活動について 佐治PR委員⻑
佐治ＰＲ委員⻑欠席のため割愛

4 ⻄日本区将来構想委員会の活動について
森田将来構想委員⻑

3月5日〜6日 特別委員会開催予定
4月1日、⻄日本区役員会で継続事業として存続していくことを
提言する予定



合 計

合 計 合 計

ニコニコ ファンド
21名
名
名
名
名
名

前月累計 135,000円
第二例会 29,000円
累 計 164,000円

会 員
広義･功労
特別ﾒﾈｯﾄ

1月出席率87％
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ含む

2月出席率59％ 21名 39名

39名
5名
1名
45名

メンバー数
メ ン
広義 ･功労

メネット
コメット
ゲ ス ト
ビジター

メロン
スイカ
ブドウ
ポテト
合計

第二例会
メ ン
広義･功労
メ ネ ッ ト
コ メ ッ ト
ゲ ス ト
ビ ジ タ ー

9,700円
5,500円
3,000円

450,450円
468,650円

第一例会(役員会)
30名
名
名
名
5名
4名

この春から、YMCAではじめてみませんか︖
1．4月からの子どもウエルネスプログラム申込み
スイミングスクール、体操、サッカー、バスケットボール、キッ
ズダンス
自然体験学習プログラム、アフタースクール

お申込み・お問合せ︓京都YMCAウエルネスセンター
詳しくは下記URLをご覧いただくか、下記QRコードを読み取って
ご覧ください。
http://kyotoymca.or.jp/wellness/?p=4713
（TEL）075-255-4709

2．4月からの子ども英会話申込み
お申込み・お問合せ︓京都YMCA英語学校

下記URLをご覧いただくか、下記QRコードを読み取ってご覧くだ
さい。

http://kyotoymca.or.jp/english/?page_id=946
（TEL）075-255-3287

YMCAニュース3月号(2023年2月22日作成)

2023年3月スケジュール

2日 木 三役会 19:00 三条Ｙ

9日 木 役員会 19:00 三条Ｙ

10日 ⾦ ワイズ100周年台北大会 後報 台北

23日 木 Yサ例会 19:00 東急ホテル

編集後記
いつも有難うございます。寒かった日からよ

うやく春の日差しを感じるようになりました。
ブリテン担当もあと少し、最後まで原稿のご協
⼒宜しくお願い致します。 委員 ⾦澤典子

Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ
安田繫治(3/1)・岩本敬子(3/8)

角谷多喜治(3/9)・市橋清太郎(3/22)
森田惠三(3/25)
副田仁美メ(3/1)・中原優子メ(3/2)
中川裕子メ(3/13)・森田直子メ(3/15)

Ｈａｐｐｙ A n i v e r s a r y
林正章・芳美 (3/14)

2023年4月スケジュール

6日 木 三役会 19:00 三条Ｙ

13日 木 役員会 19:00 三条Ｙ

22日 水 第二例会（一泊例会） 後報 湯ノ花温泉
渓山閣

26日 日 リトセンさくらフェスタ 15:00 リトセン

PT委員会よりお願い
ファンド期間は終わりましたが、CD制作に向け
て頑張っております。引き続き皆様からのご支援、
ご協⼒を宜しくお願い致します。


