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飛翔たとう ワイズスピリットを胸に  泰然自若の精神で 

ワイズにビジョンを、思いやりと共に  ～世界のワイズが輪になって～ 

「愛の心」 ～原点に立ち返って私たちに出来ること～
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あなたがたは敵を愛しなさい。人に善い事事をし、なにも当てにしないで貸しなさい。そうすればたくさんの報い
があり、いと高き方の子となる。  

『 次期会長を拝命して 』  

東田 吉未 ys 

 皆さん こんにちわ！谷川次期会長が突然 広義会員に退かれた（健康面での不都合）と言う事
で これまた突然に次期会長に選出を頂いた チャレンジャー東田です。 
 思い起こせば3年前 我が師 宮尾Ｙｓの会長期 足かけ6年しぶっていた入会を会長に花を添え
るが目的でトップスクラブに飛び込んで参りました。っが 花を添えるどころか汚点を残してばかり

です。たまに宮尾Ｙｓに申し訳なく思う今日この頃です。 そんな私に会長職のお話が回って参りまして、最初はお断り申
し上げていたのですが、諸先輩からのスケベな目・クラブ内の雰囲気・三役の後押しをも有り最終的には、妻を説得し自
ら手を挙げさして頂きました。 私は過去に、委員長が1度、三役が2度という経験しか無いのでどこまでクラブを良い方向
に導けるか分かりませんがよりクラブを楽しくし、「私も入りたい」と言う人や「おれも戻ってやりたい」と言う過去のドロップ
者を増やせるように頑張りたいです。手始めには、谷川Ｙｓが元気に成られた時、早くクラブに復帰したいと思って頂ける
クラブ作りを心がけたいです。 会長職というのはクラブ内にも沢山の経験者がおられますし そのお仲間にやっと入れ
て頂けるようなもの感じております。会長職は、熟練したメンバーに成るための登竜門！経験することによってクラブの内
外に目を向け本当の意味での自己研鑚が始まると思い少しワクワクしております。 実際にはまだ何も考えていません
が、トップス丸の船頭として愉快に！元気に！そして常に風上にいられるようなクラブの運営を志したいと思っておりま
す。 余談ですが 私の経験した委員長や三役の殆んどは、ピンチヒッターでの抜擢です。でも 私は、嬉しいのです。そ
こに 私が求められていると思うと、訳が分からないけどチャレンジしたいのです。私が入会した時 あるメンバーから“Ｙｓ
ｍｅｎには、ｎｏは無い！肝に銘じろ”と言われたのも有りますが、よく考えたら 私は、父からチャレンジする事ばかり教え
られて来ました。 
 どうか皆さん！クラブは会長や三役だけのものではなくメンバー1人1人の為に有り、その1人1人が楽しむために会長や
三役がいると私は思います。だからこそ皆様の協力なしでは風上にも楽しいクラブ運営にもましては京都Ｎｏ，１クラブに
も到達出来ません。 
 まず最初に楽しんで下さい、出来るだけ多くのオプションに参加して下さい。そして メンバー間で親睦を深めて下さい。
その上で いろんな意見を出して下さい。それがクラブの活性に繋がると思います。最後に 次期は、まだまだ歴史の浅
い船頭ですが、皆様の叱咤激励が風と成り帆を膨らますと思います。ご協力の程 宜しく御願い申し上げます。 

ＢＦは、世界のワイズメンが同じ条件で参加出来る事業です。使
用済み切手の整理作業をしながら国際舞台の夢を語りましょ
う。
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部長公式訪問例会   
  

 阪田部長、西堀広報事業主査、柳田メネット事業主査をお迎えし、毎年恒例の京都部部長公式訪問例会が開催

されました。期が始まっての早い時期に部長公式訪問例会が開催され、ワイズメンズクラブの活動とその意義に

ついて再確認をする事はとても大切な事であると思います。 

 今期のトップスクラブはメンバー増強をメインの事業として活動しており、その成果も徐々に上がっていま

す。そして、ワイズメンズクラブとはどう言うものかまだまだ分からない今期入会された新入会員の方々にこの

例会は一つの良い研修となったのではないでしょうか。もちろんベテランにも刺激のある内容で、新しいメンバ

ーの入会により「心新たに」されたベテランのメンバーも多かったのではないでしょうか。 

 会食はドライバー委員長の力作「ウエスティン中華弁当スペシャル」で味、ボリューム共に文句は有りませ

ん。（今期も食事には力を入れていただいて、これが良き伝統となりつつあります。）会食中、船木ｙのフィリ

ピン小学校の訪問のスライド報告もありいつも通りの和気あいあいとした例会となりました。 

 例会終了後は、カフェレストランアクアブルーで、メンバーズゲスト6名を招き、牧野ＥＭＣ委員長企画の懇

親会へと多数のメンバーが流れて行きました。 

 「幸せは平凡の中にあり」と聞いたことがありますが、こんな例会に参加出来るなんて、やっぱりハッピーな

んですね。    

第15回 京都部部会   
千賀 俊男 ys

 京都グローバルクラブのホストで9月12日(日)にリーがロイヤルホテル京都で開催されました。 

会員歴の長いメンバーには同窓会的な感覚もあるようで「久しぶりやなー」「どうしてたんや？」の挨拶が行き

交っておりました。年に一度の部会は刺激があり楽しいものです。 

第一部の式典、第二部の公演と恙無く進んで行きましが、今回の公演は「反社会的勢力からワイズメンズクラブ

会員を守る特効薬」の演題で、京都府警察本部刑事部組織犯罪対策統括室組織犯罪課暴力排除係財団法人京都府

暴力追放運動推進センターと言う長い職名の上原忠晴様の熱のこもった中身のあるタイムリーな内容でした。 

現代はコンプライアンス（法令順守）の時代です。法違反をして「知らなかった」ですまされない事がこれから

多くなって来るようです。反社会勢力に付け込まれる事のない様、そして付け込まれそうになったら上原さんに

相談しましょう。くれぐれも自分一人で対応するのは止めた方が良いと思います。 

トップスクラブからの参加者は27名でした。  

リトセン秋季準備ワーク   
加藤 清一 ys

 9月5日 第一日曜日にリトセン秋季準備ワークが開催されました。残暑厳しく9月なのに朝から暑い日でした

が、倉会長・宮尾Yサ委員長をはじめ19名(1名はコメット)の参加者でした。いつもはメンバーが10名程度しかワ

ークに参加しないのですが、メンバーが増えたこともあり新しいメンバーの方がたくさん参加してくれました。

作業としては例年同様に花壇周辺の草刈りです。草刈り機を操作する人、刈った後の草を集める人にわかれて作

業し、暑いので熱中症にならない様に休憩を多く入れ作業をしましたが、人数がいるおかげで作業の方は楽に出

来ました。それと当日までに平間ワイズが一部草刈りをしていてくれたおかげです。 

昼食は京都部部会の準備があるにもかかわらず、グローバルクラブの皆さんが美味しいカレーライスを作ってく

ださって、トップスでは好評でした。みんな健康的な汗をかいて、花壇周辺の草刈り作業は終了いたしました。



 

京都ＺＥＲＯクラブチャーターナイト   
直前会長 廣田 隆治 ys

 2010年8月29日(日)京都全日空ホテルで、京都ＺＥＲＯワイズメンズクラブの国際協会加盟認証状伝達式が開

催されました。来賓をはじめ京都部はもとより西日本区各地より２４０名を超えるワイズメン・メネットの参加

で、みんなの祝福を受けながら盛大に行われました。岡田会長の開会点鐘で、第１部式典が始まり、聖書朗読、

開会祈祷、ちょっと緊張気味の会長挨拶、来賓祝辞そして国際協会加盟認証状が、仁科西日本区理事よりゼロク

ラブ高倉会長に手渡されました。 

 実は高倉会長は私が昨年会長主査研修会に参加した時、ＥＭＣ主査の研修を受けられていて、研修会後の懇親

会の時、当時も髪はショートカットで素敵で、お話しすると意外とナチュラルでゆったりと落ち着いた感じで、

大物の片鱗を窺わせておられました。チャータークラブの初代女性会長とは期待を裏切らない快挙です。 

 話を戻しまして、その後２７名のゼロクラブメンバーのうち当日出席の２６名にチャーターバッチが装着され

ました。 

 第２部の懇親会では、国際大会をしのぐご馳走とフリードリンクでの楽しい歓談の中、ワイズの親交が深めら

れ、盛況の中ゼロクラブメンバー一人一人の紹介が行われ、最後に高倉会長の決意表明で幕を閉じました。赤い

振袖可愛かったですね。ゼロクラブのご発展をお祈りいたします。  

 

新山 兼司 ys

 この写真は、今から２５年前私が京都パレスワイズメンズクラブ

から京都キャピタルワイズメンズクラブに移籍し、３年目のＩＢＣ

委員長をしている時で、ＩＢＣ締結にあたっての釜山ベゼルクラブ

へ第１回目の訪問をした時の写真です。ベゼルクラブのメンバーや

メネットさんたちに熱烈な出迎えを受けました。隣りに写っている

のは、ベゼルクラブの金ＩＢＣ委員長です。 

 ベゼルクラブのメンバーほとんどがクリスチャンで、月１回の例

会ではありますが、メネット同伴でないと欠席になるとお聞きしま

した。第１日目の夜に締結にあたっての会議をしました。たいへん

熱のこもった話し合いで、両クラブの活動やメンバー構成、例会の

もちかたなどを交換し、ＩＢＣ締結について話し合いました。そこ

で１度は平行線をたどりました。といいますのは、ベゼルクラブの

メンバーはその時に、もう締結はするんだ、その為の話し合いだ

と…。一方、私達は締結にあたりベゼルクラブというクラブをもっ

と知った上で、キャピタルクラブ内で話し合い、結果を出すという

事で非常に話がもつれ、締結する時期よりも、末永く両クラブの交流が続けられるようなＩＢＣ締結をし

たいという事で、次の日にもちこされました。翌日ベゼルクラブの例会に出席し、私たちのクラブ紹介を

スライドで見て頂き、今回訪問した事について具体的な説明をしました。例会終了後、私達の部屋で最後

の会議をしました。その内容は、ベゼルクラブはキャピタルクラブと締結を結びたい。そして、ありのま

まのお付き合いをし、両クラブの親睦を高め、クラブの発展に繋がる事を願いますという事が、ベゼルク

ラブの結論です。私達代表はクラブに持ち帰って、充分にベゼルクラブの方々の思いを伝え、早急に返事

をするという事で会議を終えました。 

 現在トップスクラブは釜山西面クラブとＩＢＣ締結をしています。今後のＩＢＣ交流について両クラブ

の発展とは何か、クラブ内で多いに議論しましょう。 



 私たちは普段小さな子どもや

大切な人と一緒に車が通る道

を歩く時には、自分が車道側を歩くようにしているのでは

ないでしょうか。身体に不自由で弱い部分がある人と一緒

にいる時には、少しでも護ってあげられる位置に立ってい

るのではないでしょうか。 

 弱い人、弱くされた人にあたりまえに思いを寄せて生き

ることができる、そんな青少年を育てることがYMCAの使

命と考えています。そんな彼、彼女たちをサポートするこ

とで私たち自身が多くのことを学び、変えられ次の時代に

思いを寄せることができます。 

 自分自身や家族をはじめ周りの人が、同じように行動や

生き方が変えられたこと気づいたときには、思わずうれし

くなり顔がほころびます。 

 YMCAの活動がいつも笑みの絶えないものであり、

YMCAいつもが笑い声が聞こえる場所であり続けますよ

う、これから始まります国際協力募金、クリスマスのプロ

グラムをはじめとしたすべてのプログラムをお憶えいただ

きますようお願いいたします。 

１．京都ＹＭＣＡ国際協力キャンペーン 

今年も10月１日～11月末の期間を京都ＹＭＣＡ国際協

力キャンペーンとして国際協力募金を行います。例会

にて募金袋を配らせていただきます。どうか皆様方の

暖かな心をお待ちしております。 

国際協力街頭募金協力のお願い 

さて、今年も下記のとおり「国際協力街頭募金」を実

施いたします。つきましては貴クラブにおかれまして

も、メンバーの方々への呼びかけ等積極的にご協力を

いただければ幸いです。なお、各クラブで当日ご協力

いただけるメンバーを10月23日(土)までにE-mail

〔kyoto@ymcajapan.org〕または申込用紙にて京都Ｙ

ＭＣＡ街頭募金事務局にご連絡くださいますようお願

い申しあげます。 

日時 2010年11月７日(日) 12:00 京都ＹＭＣＡ三条

本館に集合 12:45 各地点へ移動開始 13:00～14:45 

街頭募金(三条河原町・三条大橋・四条河原町・四条

烏丸・京都駅等) 15:30 募金集計終了後、解散 

☆雨天決行 警報の出る可能性のある場合の実施につ

いては当日午前10時に判断します。天候不順の場合は

事務局にお問い合わせください。 ☆当日昼食を済ま

せてご参加ください。 

 

２．ウインタープログラム受付開始 

今年も最高の冬をＹＭＣＡですごしませんか。スキー

キャンプ、デイキャンプ、鉄棒・とびばこが好きにな

る教室を開きます。お友達をお誘いの上、ぜひご参加

ください。 

スキーキャンプ・デイキャンプ 

受付 ◎会員優先11月４日(木)～９日(火)午前10時～

午後６時 お電話にて受け付けます。電話(075)231-

4388 期間中Ｅメール・ＦＡＸでも受け付けます。 

E－mail:campmoushikomi＠kyotoymca.or.jp  

FAX (075)251-0970 詳しくは 

http：//www.kyotoymca.or.jp をご覧ください。 

11月10日(水)午前10時から一般の方の受付を開始しま

す。10日からはお電話のみの受付となります。 

鉄棒・とびばこが好きなる教室 

受付 ◎会員 11月12日(金) 午前10時より 

◎会員・一般 11月12日(金) 午後２時より 

お申込み・問合せは ウエルネスセンター三条６階 電

話(075)255-4709まで 

 

３．英会話 秋期募集のお知らせ 

「秋期コース」10月開講 只今生徒募集中！！ ☆初

級から上級まで自分の英語力にあったレベルで、とに

かく話せるようになりたい方へ、お知り合いの方でご

興味のある方がいらっしゃいましたら、是非お勧めく

ださい。 

●中学生英会話・高校生英会話 後期編入生募集〔中

学２年生は募集なし〕中学生英会話 2010年10月14日

(木)～2011年３月18日(金) 

高校生英会話 2010年10月15日(金)～2011年３月18日

(金) ※幼児〔年中・年長〕・小学生クラス有り 

●成人英会話 秋期新入生募集 

○スタンダードコース 2010年10月12日(火)～2011年

３月14日(月) 

○スキルアップコース 2010年10月15日(金)～2011年

３月11日(金) 

○通訳基礎コース 2010年10月16日(土)～2011年３月

12日（土） 

○プライベート＆スペシャルプライベートレッスン随

時受付中 

※他ビジネスコミュニケーションコース・英検二次面

接対策講座クラス有りお問合せ・お申込みは 京都

YMCA SCHOOL (075)255-3287 

http://www.kyotoymca.or.jp/language/ 

 

４．リトセン・オータムフェスタ 

森の中で美味しいお店がお待ちしています。都会の雑

踏を離れて、ご家族やお友達と秋の自然をお楽しみく

ださい。子どもも大人も楽しめるゲームや催しもあり

ます。 

日時 11月14日(日) 場所 京都YMCAリトリートセンタ

ー 電話(0774)24-3838 入場料 チケットをお求めく

ださい。大人(中学生以上)2,000円・小学生1,000円・

幼児無料 チケットのお求め・お問合せは 京都YMCA 

電話(075)231-4388まで 

 １０月

 １０月１０日(日) 

１０月１３日(水) 

１０月１７日(日) 

１０月２７日(水)

じゃがいも 

茶道例会 

ぐんぐんハウス秋祭り 

役員会


