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献献献献 血血血血

会会会会 計計計計 ：：：：

　　今期　メネット会長をさせて頂きます　東田　真理です。皆様　宜しくお願い致します。

　ワイズ歴が浅い夫が会長をさせて頂くと共に、トップスクラブの活動を全く知らない私がメネット会長をさせ

て頂くなんて！戦々恐々としております。

　今まで夫が家を空ける度に不機嫌な私でしたが、ワイズの活動に少しづつ参加させて頂くようになり、夫

が人の為に何かをしようという気持ちが素晴らしい事だと気づきました。

　また、ワイズ活動を通じて沢山の素晴らしい出会いも有りました。　今期の私が掲げさせて頂いた主題

“和合”　とさせて頂いたのは、今まで夫が活動をしているにもかかわらず見知らぬ顔をしていた自分に

と・・・　　最近では、夫とワイズの話も良くするようになり少しづつ和合しています。

　また、生意気ながらも　“和合”　にはもう一つ　メン・メネット・コメットが一緒に参加してクラブ活動を楽しむ

と言う意味も有ります。ワイズメンズクラブには沢山の楽しい事業が有ります。

オータムフェスタ・クリスマス例会・夜桜フェスタなどなど　沢山の家族が参加下されば私たちのトップスクラ

ブも今まで以上に盛り上がる事でしょう！

　多くの方との出会いを楽しみに微力ながら一生懸命頑張りたいと思っています。

　何分　未熟な私なのでメネットの皆様　又、メンの皆様の御協力なしでは事業が立ち行かないと思いま

す。どうか　皆様のお力添えを賜りますよう　宜しくお願い申し上げます。
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少しだけ蒔く者は少しだけ刈り取り、豊かに蒔く者は豊かに刈り取る。
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思い出すなー昔の生活よかったと そんなに便利じゃなかったが

地球にやさしい エコ生活
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メネットメネットメネットメネット会長会長会長会長になってになってになってになって

各クラブでメネット例会を企画し、国内プロジェクトへの理解を深めましょう。

0



日時：

　この大震災で京都市内に避難されている人達は500人

余りおられるそうです。その中のほんの一握りの人達33

名をリトセンに招待して１日楽しんでもらおうという会が8

月7日（日）開催されました。迎える私達は主催のYMCA

ボランティアビューローとキャピタルクラブ（20数名）中心

のワイズメン総勢40数名。特にキャピタルは料理を食材

から調理まで全て担当。それがまた多種多様なこと（竹

の流しそうめんまである）。クラブ挙げての取組に敬服さ

せられる。一行はYMCAが手配したチャーターバスに

乗って１１時頃に到着。盛り沢山の食事・バンド演奏（パ

レスの川上さん段取）・ペットボトルロケット（家電ボラン

ティアでの同志社の学生達）・スイカ割（エイブル）などが

催された。トップスも私と森田さんが綿菓子、渡部美代子

さんはおにぎりに天ぷら、渡部與志夫さんはカメラマンと

奮闘した。今回の来られた方達は小さいお子様をお持ち

の家族が多い。原発の放射能を避けてこられた福島県

の家族との事。ご家族はリトセンの環境が大変気に入っ

てもらえた様子で、食事と自然を楽しんでもらえた。そし

て私達は感謝の言葉をいただいた。こちらもボランティア

というより楽しい交流会のような雰囲気の時間を過ごせ

た。またご家族同士が互いに初めて会う人達が結構お

られて情報交換などが出来たようです。そして3時過ぎに

は帰途につかれました。この企画は現地に行くばかりで

はなく地元京都でも震災ボランティアが出来ることを示し

たよいものでした。これを機会に彼らがYMCAとワイズメ

ンを色んな面でサポートしてくれる団体として頼ってくれ

ればありがたい。

トップス参加者　船木（BV委員長）渡部與志夫、美代子、

森田・笠井　敬称略

清水寿和清水寿和清水寿和清水寿和YYYY''''ssss

2011年8月10日

ウエスティン都ホテル京都

花園大学 船木順司船木順司船木順司船木順司YYYY''''ssss

場所：

日時： 2011年8月7日

場所：

　７月のキックオフ例会から雰囲気が一転し、とても華やかに盛大に｢飲め飲めビール

例会｣が始まりました。１５名のゲストを迎え、各メンバーの服装もカジュアルで、会場も

一層盛り上がりました。

　ファンド委員会さんのバーカウンターにてのお酒ファンドでは、例会開始前より試飲

可能だったのがとても良かったと思います。

「飲め飲めビール」のタイトルどおり、瓶ビールに始まり生ビールへと切り替わり、ホテ

ルの料理に加え、ファンドのお味噌やチーズもお酒にしっくりと合っていて酒量も益々

多くなりました。

　気分が良くなった所で、サプライズが始まりました。最初に加藤隆司ワイズの円熟味

が入った“人生幸路“の物まねで盛り上がり、準備万端（？）の肉体美の披露には感動

を覚えました。また牧野ワイズのご紹介による、西浦ワイズの｢雨あがりの夜空に｣で

一層盛り上がり、最後は新山ワイズと巴山ワイズによる温故知新のような見事なかけ

あいトークで宴たけなわとなりました。

　トップスの大先輩が、新入会員さんの暴言も“懐の深さで温かく受け入れてくださる”

といった、まさにトップスのメンバーは皆平等であると教えられた気がしました。

名残惜しさを残して終宴となりましたが、明日からの栄気を養う素晴らしい例会でした。

日時： 2011年8月27日

場所：

　8月27日（日）花園大学にてAIDS文化フォーラムIN京都プレイベントが開催されました。本番は10月1日～2日龍谷

大学にて行われます。

　今回のプレイベントに364名が集い、水谷修先生の講演、石田心さんと岩室紳也先生との対談！！参加者に女性

の数が非常に多かったのが印象的で、男性の意識が低いのか？女性は受身だから自己防衛本能が男性より高い

のですかね！何れにせよ、関西でもHIV感染者が急増している様です！あまりマスメディア等で話題になりません

が、我々は正しい知識と認識を持ち行動する必要があります。

　10月1日の本番では！！「若者の視点から！文化の視点から！陽性者の視点から！医療の視点から！教育の視

点から！セクシャリティーの多様性を理解するという視点から！」等、非常に楽しみです。

　お時間のある方は是非参加して下さい！！

笠井俊明笠井俊明笠井俊明笠井俊明YYYY''''ssssYMCAリトリートセンター



田頭邦彦田頭邦彦田頭邦彦田頭邦彦YYYY''''ssss　　　　

実実実実はははは皆皆皆皆さんさんさんさん私私私私のののの愛車愛車愛車愛車ははははハイブリッドハイブリッドハイブリッドハイブリッドなんですよなんですよなんですよなんですよ！！！！知知知知ってましたってましたってましたってました？？？？エコエコエコエコ

でしょでしょでしょでしょ！！！！信号待信号待信号待信号待ちのときちのときちのときちのときエンジンエンジンエンジンエンジン止止止止まっちゃうんですよまっちゃうんですよまっちゃうんですよまっちゃうんですよ！！！！エコエコエコエコでしょでしょでしょでしょ！！！！

限限限限りあるりあるりあるりある資源資源資源資源をををを大切大切大切大切にににに！！！！ナンバーナンバーナンバーナンバーがががが何何何何でででで７０５７０５７０５７０５かってですかかってですかかってですかかってですか？？？？それはそれはそれはそれは

またまたまたまた次回次回次回次回にににに・・・・・・・・・・・・田頭田頭田頭田頭でしたでしたでしたでした！！！！

乙坂優次乙坂優次乙坂優次乙坂優次YYYY''''ssss　　　　

2011年7月15～18日

場所：

平間正昭平間正昭平間正昭平間正昭YYYY''''ssss　　　　　　　　　　　　　　　　我我我我がががが家家家家ののののエコエコエコエコ

「「「「あなたはあなたはあなたはあなたは物持物持物持物持ちがちがちがちがイイイイイイイイからからからから好好好好きなものをきなものをきなものをきなものを買買買買ってもいいわよってもいいわよってもいいわよってもいいわよ」」」」ととととヨクヨクヨクヨク言言言言われますがわれますがわれますがわれますが、、、、コトコトコトコト家電家電家電家電にににに関関関関してはしてはしてはしては

古古古古いものをいつまでもいものをいつまでもいものをいつまでもいものをいつまでも使用使用使用使用するのはするのはするのはするのはエコエコエコエコにとってはにとってはにとってはにとっては駄目駄目駄目駄目なのだそうでなのだそうでなのだそうでなのだそうで、、、、新新新新しいしいしいしい冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫！！！！新新新新しいしいしいしい薄型薄型薄型薄型

テレビテレビテレビテレビ！！！！新新新新しいしいしいしいエアコンエアコンエアコンエアコン！！！！これらはこれらはこれらはこれらは電気消費量電気消費量電気消費量電気消費量がががが格段格段格段格段にににに抑抑抑抑えられるらしいのでえられるらしいのでえられるらしいのでえられるらしいので嫁嫁嫁嫁とととと一緒一緒一緒一緒にににに順番順番順番順番にににに買買買買

いいいい換換換換えておりますえておりますえておりますえております。。。。まあまあまあまあ買買買買いいいい物物物物のののの主導権主導権主導権主導権はあちらにありますのではあちらにありますのではあちらにありますのではあちらにありますのでワタクシワタクシワタクシワタクシははははアドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー程度程度程度程度ですですですです

がががが、、、、アドバイスアドバイスアドバイスアドバイスついでについでについでについでに新新新新しいしいしいしい炊飯器炊飯器炊飯器炊飯器！！！！新新新新しいしいしいしいパソコンパソコンパソコンパソコン！！！！新新新新しいしいしいしい嫁嫁嫁嫁！！！！などとなどとなどとなどとドサクサドサクサドサクサドサクサにににに紛紛紛紛れてれてれてれて独独独独りりりり言言言言

をををを申申申申しておりますとしておりますとしておりますとしておりますと「「「「調子調子調子調子にににに乗乗乗乗るなよるなよるなよるなよ！」！」！」！」とととと叱叱叱叱られましたられましたられましたられました((((^^^^^^^^ゞゞゞゞ

藤田正康藤田正康藤田正康藤田正康YYYY''''ssss　　　　

パソコンパソコンパソコンパソコン不使用時不使用時不使用時不使用時のこまめなのこまめなのこまめなのこまめなスリープスリープスリープスリープ・・・・クーラークーラークーラークーラー設定設定設定設定２８２８２８２８度度度度・・・・使用済使用済使用済使用済みのみのみのみのコピーコピーコピーコピー紙個人情報紙個人情報紙個人情報紙個人情報にににに配慮配慮配慮配慮しししし

ながらながらながらながら差支差支差支差支えのないえのないえのないえのない２２２２次使用次使用次使用次使用・・・・リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル意識意識意識意識によるごみによるごみによるごみによるごみ選別選別選別選別、、、、などなどなどなど、、、。、、、。、、、。、、、。ただしただしただしただしエコエコエコエコのやりすぎはのやりすぎはのやりすぎはのやりすぎは別別別別

ののののエネルギーエネルギーエネルギーエネルギー消費消費消費消費につながるのでほどほどにとにつながるのでほどほどにとにつながるのでほどほどにとにつながるのでほどほどにと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。

究極究極究極究極ののののエコエコエコエコはははは何何何何にもしないでにもしないでにもしないでにもしないでボーボーボーボーっとっとっとっと暮暮暮暮らせればらせればらせればらせれば一番一番一番一番ですねですねですねですね！！！！

宮城県亘理郡山元町

　　　　会社会社会社会社というよりはというよりはというよりはというよりは、、、、我家我家我家我家ののののエコエコエコエコなところをごなところをごなところをごなところをご紹介紹介紹介紹介しようとしようとしようとしようと思思思思いますいますいますいます。。。。我家我家我家我家

はははは京都市京都市京都市京都市のののの北西隣北西隣北西隣北西隣にあるにあるにあるにある亀岡市亀岡市亀岡市亀岡市。。。。京都市内京都市内京都市内京都市内のののの住人住人住人住人にににに聞聞聞聞くところによるとくところによるとくところによるとくところによると2222

～～～～3333度気温度気温度気温度気温のののの差差差差があるようですがあるようですがあるようですがあるようです。。。。

　　　　来客来客来客来客があるとがあるとがあるとがあるとエアコンエアコンエアコンエアコンをををを活用活用活用活用しししし常常常常はははは扇風機扇風機扇風機扇風機、、、、孫達孫達孫達孫達ははははベランダベランダベランダベランダでのでのでのでのプープープープー

ルルルル遊遊遊遊びやびやびやびや、、、、近近近近くのくのくのくの川川川川でででで魚魚魚魚とりとりとりとり等等等等々、々、々、々、水遊水遊水遊水遊びでびでびでびで毎日毎日毎日毎日をををを満喫満喫満喫満喫していますしていますしていますしています。。。。夜夜夜夜

はははは網戸網戸網戸網戸にしてにしてにしてにして扇風機扇風機扇風機扇風機ののののタイマータイマータイマータイマーををををセットセットセットセットしてごしてごしてごしてご就寝就寝就寝就寝、、、、これもこれもこれもこれもエコエコエコエコかなかなかなかな？？？？とととと

思思思思いますいますいますいます。。。。

　　　　今年今年今年今年ののののベランダベランダベランダベランダ菜園菜園菜園菜園ではではではではミニトマトミニトマトミニトマトミニトマトをををを栽培栽培栽培栽培していますしていますしていますしています。。。。そろそろそろそろそろそろそろそろ閉園閉園閉園閉園のののの

ようですがようですがようですがようですが、、、、赤赤赤赤くくくく実実実実ったったったったトマトトマトトマトトマトをををを小小小小さなさなさなさな手手手手でででで摘摘摘摘むのはむのはむのはむのは孫達孫達孫達孫達のののの楽楽楽楽しみのしみのしみのしみの一一一一つつつつ

だったようですだったようですだったようですだったようです。『。『。『。『将来将来将来将来はははは自給自足自給自足自給自足自給自足!! !! !! !! 』』』』

　前回の報告は一連のスケジュールに沿った報告を致しましたが今回は私が

感じた事や参加されたボランティアの皆さんのお話などを報告致します。

宮城県亘理郡山元町（仙台市内より南へ約一時間）にてのワーク。29名のボ

ランティアが2日間で行った作業が溝の掃除約１００数十メートル、イチゴ農園

ビニールハウス一つ。これだけです。山元町の方は我々に惜しみなく「遠い所

から有難うございます」と必ず声を掛けて頂けます。我々のワーク現場は避難

地区でも有り生活感を全く感じない静まり返った所でした、我々ボランティアが

ワークしながら発する声「あついわ～～」「あ～～腰が～～」が響き渡る。参加

頂いたボランティアの方は「またYMCAのボランティアバスでここへ戻ってきた

いです」「こんなに至れり尽くせりのボランティアは初めて！良かった」「皆さん

楽しくて過酷なワークも平気でした」男前な女子も居ましたし、老若男女が一つ

に成り叱咤激励しながらワークが出来た様な気がします。最終日には居酒屋

さんで打ち上げをし、大盛り上がりしたのも皆さんと気楽に楽しく語り合い、良

い時間を持ちながらワークが出来たからではないでしょうか！

　出発時の集合で皆さんに「不謹慎かも知れませんが皆さん楽しんで下さい」

と私は挨拶をさせて頂きました。真意は、このボランティアにまた参加しようと

思って頂きたい。今回の経験や被災地の現状を一人でも多くの人に伝えて頂

きたい。との思いからです。とは言うものの言葉で伝えるの大変難しい、やはり

参加しないと解らない、感じられない事が多くあります。今回のボランティアバ

スで又行きたい、楽しかったと皆さんに思って頂く事、そして一人でも多くの方

に参加頂く事が現状を伝え続けて行ける事の一つの方法だと思います。被災

地は広範囲、長期間に渡りボランティアが必要です。伝える事、忘れない事へ

の一助が京都YMCAで体験できます。是非皆さん一度参加してみて下さい。

トップスのメンバー東田会長、森田地域奉仕委員長と共に大変貴重な体験を

させて頂きました。感謝感謝！！

船木順司船木順司船木順司船木順司YYYY''''ssss

日時：



リトセンリトセンリトセンリトセン秋秋秋秋のののの準備準備準備準備ワークワークワークワーク

交流懇談会交流懇談会交流懇談会交流懇談会

第二例会第二例会第二例会第二例会　　　　京都部部会京都部部会京都部部会京都部部会

部長公式訪問例会部長公式訪問例会部長公式訪問例会部長公式訪問例会

広報懇親会広報懇親会広報懇親会広報懇親会

  16  16  16  16～～～～19191919日日日日 東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災

復興支援復興支援復興支援復興支援ボランティアボランティアボランティアボランティア

中西部部会中西部部会中西部部会中西部部会

阪和部部会阪和部部会阪和部部会阪和部部会

役員会役員会役員会役員会

 1 1 1 1～～～～2222日日日日 エイズエイズエイズエイズ文化文化文化文化フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム

西中国部部会西中国部部会西中国部部会西中国部部会

九州部部会九州部部会九州部部会九州部部会

六甲部部会六甲部部会六甲部部会六甲部部会

京都部京都部京都部京都部メネットメネットメネットメネット部会部会部会部会

例会例会例会例会

瀬戸山陰部部会瀬戸山陰部部会瀬戸山陰部部会瀬戸山陰部部会

ぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐん秋祭秋祭秋祭秋祭りりりり

びわこびわこびわこびわこ部部会部部会部部会部部会

役員会役員会役員会役員会（（（（水水水水））））

28282828日日日日 （（（（水水水水））））

16161616日日日日 （（（（日日日日））））

16161616日日日日 （（（（日日日日））））

15151515日日日日

（（（（土土土土））））

26262626日日日日

1111日日日日

9999月月月月

日時：

２.後期募集のお知らせ　グローバルアウトドアクラブ・ス

イミング・体育

　９月８日(木)　午前10時より一般の方の後期募集がは

じまります。

　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。

ご継続の方で定員に達しているクラスもございます。詳

しくはお問い合わせください。

お問い合わせ・お申し込みともに下記まで。

　グローバルアウトドアクラブ　電話(０７５)２３１－４３８８

　　　　スイミング・体育　　　　　電話(０７５)２５５－４７０９

（（（（土土土土））））

（（（（金金金金））））

（（（（土土土土））））

3.ボランティアセミナーのご案内

がん患者さんとそのご家族へ　第56回　苦しみ、悩み、

不安を共有しませんか。

　　　この会は患者さんとそのご家族が抱いている苦し

みや悩みについて、患者さん同士、そのご家族同士が

話し合い、がんとうまく付き合うための情報交換の場で

す。

　　　　　日　時　9月１７日(土)　午後７時～９時

　　　　　場　所　　京都ＹＭＣＡ(三条柳馬場)

　　　　　参加費　　お一人　３００円

※お申込は京都ＹＭＣＡ 電話(０７５)２３１－４３８８

またはvb@kyotoymca.or.jp

場所： 清風荘 廣田隆治廣田隆治廣田隆治廣田隆治YYYY''''ssss

4444日日日日

2011年8月6～7日

16161616日日日日

23232323日日日日

17171717日日日日

　今年も８月６日、７日の２日間、福井県の食見（し

きみ）にある、清風荘へ行ってきました。旅館のす

ぐ目の前には、食見の海水浴場があります。海水

浴場まで徒歩1分。海水浴には最適です。島まで

船で渡してもらい、スキューバーダイビングをした

り、浜で採れたてのサザエやあわびのバーベ

キューに舌鼓をうつのが何よりの楽しみです。

　元々は地域奉仕環境事業で、美しい海を見て、

環境に対する意識を高めようと始まったと聞いてい

ますが、近年はEMCの色彩が濃くなっています。

　今回の親子での参加は小林ファミリー、舞田ファ

ミリーで、子供がいると夜の花火大会も盛り上がる

し、また大人も節度を持って行動できるので良いの

では無いでしょうか。

　２日間とも晴天で、外で飲むビールは美味しかっ

たなあ。

　夕食後の部屋では、昼に遊びすぎて皆疲れてし

まって、酒盛りしたり話し込む事も無く爆睡でした！

（（（（日日日日））））

（（（（水水水水））））

（（（（金金金金））））

（（（（金金金金））））

9999日日日日

11111111日日日日 （（（（日日日日））））

14141414日日日日

１．国際福祉専門学校入学希望者をぜひご紹介ください

国際福祉専門学校は１０月１日からの願書受けつけ開

始に備えて、募集活動を実施中です。

 【介護福祉学科】

 「すべてのひとりひとりのために」よりよいケアを求めて

行動しつづけることができる介護福祉士を養成します。

・7年連続(2005年～2011年春)就職率100％達成！

・2012年度入学者は卒業と同時に介護福祉士国家資格

取得（国家試験免除）

【社会福祉士科（通信課程、1年9ヶ月）】

確かな技術や知識に基づいて、社会福祉業務に携わる

社会福祉士を養成します。

・働きながら社会福祉士を目指せます。（通信課程、1年

9ヶ月）

・「社会福祉士」国家試験受験資格を取得

皆様からご紹介くださった方が本校を受験される場合は

受験料（20,000円）を免除させて頂きます。またご紹介の

方には心ばかりの粗品を進呈させて頂きます。

お問い合せ等がございます際は、専門学校辻中までご

連絡をお願致します。

京都ＹＭＣＡ国際福祉専門学校　　辻中康宏

電話075-255-3287　FAX075-255-2805

e-mail　tsujinaka@kyotoymca.or.jp

（（（（水水水水））））

9999日日日日 （（（（日日日日））））

8888日日日日 （（（（土土土土））））

12121212日日日日

（（（（日日日日））））2222日日日日

10101010月月月月


