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 今期ブリテン広報委員長に任命されました西浦です。

初めての委員長で不慣れな事、わからない事が多く、委員会では、迷惑のかけっぱなしで申し訳ありませ

ん。又、トップスの皆様には原稿執筆の依頼を引き受けて頂き有難うございます。

 ブリテン広報委員会の今期の目玉は3つあります。

１つは紙面での　‟あなたの会社のエコなところ”です。7月の例会で皆様に原稿の依頼をしました。すぐに原

稿が集まったら紙面の作成が楽にできるなと思いましたが甘かったです。一度に配信したゆえ誰かが書くだ

ろうの雰囲気になったのかもしれません。原稿の集まりは悪く今月はストック無しの状態です。このままでは

紙面の作成が難しくなります。原稿の受付随時行っていますので、サラッと書いてメールして頂きますように

皆様お願いいたします。

　もう１つの目玉はホームページのPicasoです。トップスのホームページでPicasoをクリックすると例会や行

事の写真を見る事が

できます。忙しくて色々な行事に参加できない方もPicasoを見て雰囲気を味わって頂ければと思います。

　最後にこれまでのブリテンの編集はピクセルさんにて行われておりましたが、今期より加藤信一Ｙ’ｓの事

務所にて委員会を行い、集まった原稿、写真を加藤Ｙ’ｓに編集してもらうようになりました。仕事の合間を

ぬって編集して頂いている加藤Ｙ’ｓには本当に頭の下がる思いです。いつも有難うございます。

　さて今期も残すところ８ヶ月。リーフレットの作成、配布、ホームページの充実（石田ＹＳにお願いしていま

す）等色々な課題はありますがゆっくりと前進していければと思います。

志志志志をををを共有共有共有共有しししし、、、、小小小小さなさなさなさな一歩大一歩大一歩大一歩大きなきなきなきな前進前進前進前進　　　－　　　－　　　－　　　－思思思思いやりといやりといやりといやりと感謝感謝感謝感謝のののの気持気持気持気持ちでちでちでちで粘粘粘粘りりりり強強強強くくくく----
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ワイズデーはワイズ広報デー、ワイズデーでの催しや事業を積極

的に外部に広報しましょう。できればワイズ以外の方も参加できる

イベントを企画しましょう。
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ブリテンブリテンブリテンブリテン委員長委員長委員長委員長　　　　西浦功西浦功西浦功西浦功

 あなたの敵を愛せ。あなたを呪う者を祝福せよ。あなたを憎む者のために良いことをせよ。

悪を以てあなたに接する者，あなたを迫害する者のために祈れ。　　　　　　マタイ 5:44

メメメメ ネネネネ ッッッッ トトトト 主主主主 題題題題 「「「「若者若者若者若者にににに夢夢夢夢とととと希望希望希望希望をををを！」　　　！」　　　！」　　　！」　　　メネットメネットメネットメネットのののの愛愛愛愛でででで豊豊豊豊かなかなかなかな心心心心をををを

“ペットボトルキャップ回収事業に寄せて”

―無から有、エコで生み出す生命のワクチン―

ブリテンブリテンブリテンブリテン原稿原稿原稿原稿

例例例例　　　　　　　　会会会会　　　　　　　　出出出出　　　　　　　　席席席席



清水寿和清水寿和清水寿和清水寿和YYYY''''ssss

　10月9日京都部合同メネット会へ東田真里メネット会長、渡辺メネット､笠井

メネットと共に参加させていただきました。

　西日本区メネット事業主任、大澤玲子様から今年度活動方針と西日本地

区YMCAボランティアリ－ダ－の方々がボランティアで東北へ行かれた際の

DVDを見せていただきました。東日本大震災で被災された方達の支援のた

めに派遣される西日本地区ＹＭＣＡボランティアリ－ダ－の活動費、及び諸

経費の支援がメネット今年度国内の支援先です。主任のお話をお聞きして

支援先の事が理解出来ました。とても良かったです。

　そして、京都部メネット事業主査、山中真理子様のご挨拶の中で、「夫がい

てくれるから、私達がメネットでいられる。メネットでいるから、この様な出会

いも得られる。夫へ感謝しています。」と、私も4年前主査を務めさせて頂い

た時、全く同じ事を思い、私もワイズメンでいてくれる夫への感謝を述べまし

た。

（いまでも感謝していますよ。）今回は運動会等の為欠席が多かったのです

が、トップスのメネット会ではぜひ大勢のメネットさんにお会いしたいですね。

（写真は完成した、フラワ－アレジメントの作品です。）

日時：

場所：

　10月度大勉強例会は、パレスクラブの大野嘉宏様をお招きして「ワイズメン

ズクラブとは？」～本当の意味～をテーマに熱い講演を拝聴致しました.-。

　最初にＹＭＣＡの創生期のお話を聞き、アメリカのシカゴにおいて奉仕活動

からはじまったのではなく.自分たちの利益追求からスタートした事、後に定義

付けのために奉仕活動が行われるようになった事、相互扶助で活性化して

いった事などを分かりやすく説明していただきました。

　経営者としての知恵を一人で考えるのではなく、仲間と共に考え、いろいろな

知恵を出し合う事により様々な対応が出来るメリットについてや、奉仕活動を

優先させるのではなく、親睦を優先させて仲間同士の絆を強めていく事の重要

さをお話いただき大変勉強になりました。

　又、例会の最初に歌を歌う意味は、メンバー全員が心をフラットにしよう、気

持ちをひとつにしよう、そして皆が仲良くしようという目的があるということを初

めて知りました。

　クラブの主たる目的は、「自己研鑽にあり」という事、人すなわちクラブのメン

バーから学ぶ事が出来るのが、ワイズメンズクラブである事がよく分かりまし

た。

　私自身、頭に血がのぼることが多いので、「キレることは絶対にダメ」というお

話が一番心に突き刺さりました。

2011年10月9日

2011年10月11日

場所： ウエスティン都ホテル京都

日時：

加藤智子加藤智子加藤智子加藤智子メネットメネットメネットメネット京都ロイヤルホテル＆スパ



　　　　皆皆皆皆さんさんさんさん　　　　私私私私のののの仕事仕事仕事仕事ってごってごってごってご存知存知存知存知ですかですかですかですか？　？　？　？　ロースターロースターロースターロースターをををを見見見見

てててて頂頂頂頂いていていていて分分分分かるかるかるかる方方方方はははは　　　　かなりのかなりのかなりのかなりの玄人玄人玄人玄人だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。

私私私私のののの仕事仕事仕事仕事はははは、、、、熱絶縁業熱絶縁業熱絶縁業熱絶縁業　　　　又又又又のののの名名名名をををを保温屋保温屋保温屋保温屋。。。。どんなどんなどんなどんな仕事仕事仕事仕事かとかとかとかと

言言言言うとうとうとうと、、、、冷冷冷冷たいたいたいたい物物物物やややや熱熱熱熱いいいい物物物物のののの通通通通るるるるパイプパイプパイプパイプややややダクトダクトダクトダクトのののの熱熱熱熱をををを逃逃逃逃

がさないがさないがさないがさない様様様様にしたりにしたりにしたりにしたり、、、、水道管水道管水道管水道管のののの凍結防止凍結防止凍結防止凍結防止のののの為為為為にににに断熱材断熱材断熱材断熱材をををを巻巻巻巻

きつけるきつけるきつけるきつける仕事仕事仕事仕事ですですですです。。。。そしてそしてそしてそして　　　　そのおそのおそのおそのお仕事仕事仕事仕事にはにはにはには沢山沢山沢山沢山のごみがのごみがのごみがのごみが

出出出出ますますますます。。。。このごみはこのごみはこのごみはこのごみは、、、、捨捨捨捨てればてればてればてれば産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物としてとしてとしてとして高額高額高額高額なおなおなおなお

金金金金をををを払払払払ってってってって引引引引きききき取取取取ってもらわなければいけませんがってもらわなければいけませんがってもらわなければいけませんがってもらわなければいけませんが、、、、そのそのそのその

ゴミゴミゴミゴミのののの中中中中にはにはにはには、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル出来出来出来出来るものがるものがるものがるものが沢山沢山沢山沢山ありますありますありますあります。。。。とりわとりわとりわとりわ

けけけけ多多多多いのはいのはいのはいのは梱包材梱包材梱包材梱包材やややや緩衝材緩衝材緩衝材緩衝材としてとしてとしてとして使使使使われるわれるわれるわれる紙類紙類紙類紙類ですですですです。。。。これこれこれこれ

はきっちりはきっちりはきっちりはきっちり畳畳畳畳んでちりんでちりんでちりんでちり紙交換紙交換紙交換紙交換へへへへ。。。。そしてそしてそしてそして　　　　外装材外装材外装材外装材としてよくとしてよくとしてよくとしてよく

使使使使われるのがわれるのがわれるのがわれるのが鉄板鉄板鉄板鉄板ですですですです。。。。これはこれはこれはこれは　　　　細細細細かいかいかいかい物物物物までしっかりまでしっかりまでしっかりまでしっかり回回回回

収収収収しししし平間平間平間平間ＹｓＹｓＹｓＹｓのののの会社会社会社会社からからからから出出出出るるるる鉄鉄鉄鉄くずとくずとくずとくずと合合合合わせてわせてわせてわせてクズクズクズクズ鉄屋鉄屋鉄屋鉄屋さんさんさんさん

にににに買買買買いいいい取取取取ってもらいますってもらいますってもらいますってもらいます。。。。このおこのおこのおこのお金金金金ははははファンドファンドファンドファンド委員会委員会委員会委員会をををを通通通通じじじじ

てててて鉄骨鉄骨鉄骨鉄骨ファンドファンドファンドファンドとしてとしてとしてとしてクラブクラブクラブクラブ運営運営運営運営にににに有効利用有効利用有効利用有効利用されますされますされますされます。。。。私私私私がががが

「「「「どうせどうせどうせどうせ捨捨捨捨てるてるてるてる物物物物やけどやけどやけどやけど少少少少しでもしでもしでもしでも足足足足しになればしになればしになればしになれば」」」」とととと思思思思いやりいやりいやりいやり

始始始始めためためためた事事事事がががが新山新山新山新山ＮＮＮＮ副会長副会長副会長副会長のののの耳耳耳耳にににに入入入入りりりり、「、「、「、「無無無無からからからから有有有有をををを生生生生みみみみ出出出出

すのがすのがすのがすのがワイズワイズワイズワイズのののの理念理念理念理念」」」」ってってってって言言言言ってってってって凄凄凄凄くくくく褒褒褒褒めてもらえためてもらえためてもらえためてもらえた事事事事をををを覚覚覚覚

えていますえていますえていますえています。。。。これからもこれからもこれからもこれからも沢山沢山沢山沢山おおおお褒褒褒褒めのめのめのめの言葉言葉言葉言葉をををを頂戴出来頂戴出来頂戴出来頂戴出来るよるよるよるよ

うもっともっとうもっともっとうもっともっとうもっともっと頑張頑張頑張頑張りたいとりたいとりたいとりたいと思思思思いますいますいますいます。。。。

日時：

西浦功西浦功西浦功西浦功YYYY''''ssss

岡田祐治岡田祐治岡田祐治岡田祐治YYYY''''ssss　　　　 東田吉末会長東田吉末会長東田吉末会長東田吉末会長　　　　

　　　　NKSJNKSJNKSJNKSJひまわりひまわりひまわりひまわり生命保険生命保険生命保険生命保険

近畿近畿近畿近畿LCLCLCLC支社支社支社支社ののののエコキャップエコキャップエコキャップエコキャップ集集集集めですめですめですめです。。。。

昨年昨年昨年昨年もももも京都京都京都京都トップスワイズメンズクラブトップスワイズメンズクラブトップスワイズメンズクラブトップスワイズメンズクラブにににに届届届届

けましたがけましたがけましたがけましたが、、、、今年今年今年今年もたくさんのもたくさんのもたくさんのもたくさんのエコキャップエコキャップエコキャップエコキャップ

がががが集集集集まっていますまっていますまっていますまっています。。。。

ぐんぐんハウス 森田茂実森田茂実森田茂実森田茂実YYYY''''ssss場所：

2011年10月16日

今年今年今年今年ははははエコエコエコエコとととと言言言言えばえばえばえば節電節電節電節電ではないでしょうかではないでしょうかではないでしょうかではないでしょうか。。。。

うちのうちのうちのうちの会社会社会社会社ではではではでは7777月月月月にににに関西電力関西電力関西電力関西電力からからからから節電節電節電節電のおのおのおのお願願願願いのいのいのいのハガキハガキハガキハガキがきましたがきましたがきましたがきました。。。。

協力協力協力協力すればすればすればすれば電気代電気代電気代電気代をををを割引割引割引割引してくれるようなしてくれるようなしてくれるようなしてくれるような内容内容内容内容ですですですです。。。。

がぜんやるがぜんやるがぜんやるがぜんやる気気気気になってになってになってになって考考考考えましたえましたえましたえました。。。。

夏場夏場夏場夏場はははは職人職人職人職人のののの休憩場休憩場休憩場休憩場ののののエアコンエアコンエアコンエアコン2222台台台台をををを朝朝朝朝からからからからフルフルフルフルにつけていましたにつけていましたにつけていましたにつけていました。。。。がががが、、、、ここにここにここにここに間仕切間仕切間仕切間仕切りをりをりをりを設設設設けてけてけてけて10101010時頃時頃時頃時頃

からからからから1111台台台台だけだけだけだけ動動動動かすかすかすかす事事事事にしましたにしましたにしましたにしました。。。。もちろんもちろんもちろんもちろん間仕切間仕切間仕切間仕切りはそこらにりはそこらにりはそこらにりはそこらに転転転転がっているがっているがっているがっている鉄鉄鉄鉄とととと養生用養生用養生用養生用にににに置置置置いてあったいてあったいてあったいてあった

薄薄薄薄ベニヤベニヤベニヤベニヤをををを使使使使いいいい職人職人職人職人がががが作作作作りましたりましたりましたりました。。。。たったそれだけのたったそれだけのたったそれだけのたったそれだけの事事事事ですがですがですがですが例年例年例年例年にににに比比比比べてべてべてべて約約約約2222万円万円万円万円のののの減額減額減額減額にににに成功成功成功成功しましましましま

したしたしたした。。。。もっともっともっともっと早早早早くからやっていればくからやっていればくからやっていればくからやっていれば良良良良かったなかったなかったなかったな～～～～とととと思思思思うううう今日今日今日今日このこのこのこの頃頃頃頃ですですですです。。。。

　『１０月１６日(日)「ぐんぐんハウス秋祭り」が実施されました。午前７時45分頃から

メンバーが集まり始め平間ワイズの号令で他のメンバーがてきぱき動き予定より早

くステージが出来上がりました。その後「焼きいも」の準備に取り掛かりました。笠井

ワイズの石焼きいも機にプロパンガスをつなぎ点火！なかなか温度が上がらず、１

０時３０分の販売開始に間に合うかどうかヤキモキしましたが、どうにか焼き上がり

一時間以上前から待っておられた方から順番に買っていただきました。当日はお天

気もよく暑いぐらいの陽気でしたが準備していた８キログラムのサツマイモを完売し

ました。模擬店は多彩で、ラーメン・たこ焼き・ミニカレー・串カツがありでお腹いっぱ

いになりました。「全部たべたのかい！(笑)」

　秋祭りのステージでは「なかまの歌」「ギターの弾き語り」「どんどこ太鼓」「サラリー

マン大道芸一座」など多彩な出演があり楽しいませていただきました。抽選会が最

後にあり秋祭りは閉幕しました。最後にステージをばらして無事に一日を終えまし

た。

平間ワイズのご好意により今回使用したステージの材料を「ぐんぐんハウス」に寄贈

することになりました。（平間ワイズ、ありがとうございます。）

　「秋祭り」参加者は、笠井・加藤（信）・河原（祥）・倉・高坂・にいやま・平間・藤田・

船木・舞田（敬称略）・（森さん）・森田でした。』
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５.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５８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　２０１１年１１月１９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(お茶代等)

　

お申込は　京都ＹＭＣＡ　(０７５)２３１－４３８８または

vb@kyotoymca.or.jp

１．世界ＹＭＣＡ・ＹＷＣＡ合同祈祷集会

　毎年１１月第２週は、世界ＹＭＣＡ・ＹＷＣＡ合同祈祷週とし

て、同じ日に全世界に広がる両団体で熱い祈りがささげられま

す。京都ＹＭＣＡでは、今年も昨年につづいてＹＷＣＡと合同で

テーマに添った課題をとり上げ共に考える会をもちます。

　２０１１年世界ＹＭＣＡ・ＹＷＣＡ合同祈祷週テーマ

「影響を与える声－若者は権利と正義を呼び求める－」

　

２０１１年京都ＹＭＣＡ・京都ＹＷＣＡ合同企画プログラム

　　テーマ「アフガニスタン、イラクそしてフクシマ」

　

　講　師： 西谷文和氏(ＮＧＯ｢イラクの子どもを救う会｣代表)

　日　時：１１月１７日（木）　午後6時３０分～

　場　所：京都ＹＭＣＡ　マナ・ホール　　{中京区三条柳馬場}

参加費:５００円{軽食付}

お申込・お問合せ　(０７５)２３１－４３８８

12121212～～～～16161616日日日日

11111111月月月月 6666日日日日

12121212月月月月

（（（（水水水水））））30303030日日日日

23232323日日日日 （（（（水水水水））））

４．スキーキャンプ・デイキャンプ受付会員優先

１１月４日(金)～８日（火）午前１０時～午後６時　お電話にて受

け付けます。※日曜除く

　　電話(０７５)２３１－４３８８

ただし上記期間に限りＦＡＸ・Ｅメールでも受け付けます。(２４時

間)

　　ＦＡＸ（０７５）２５１－０９７０　　　　E－mail　campmoushikomi

＠kyotoymca.or.jp

１１月９日（水）午前１０時からは会員外の方の受付が開始され

ます。お電話のみの受け付けとなります。

16161616日日日日 （（（（金金金金））））

（（（（金金金金））））

21212121日日日日 （（（（水水水水））））

３．国際協力募金街頭募金にご参加を

  １１月６日(日)は京都ＹＭＣＡ国際協力街頭募金の日です。こ

のプログラムは京都ＹＭＣＡ国際協力キャンペーンの一環とし

て行われます。世界の諸問題に取り組む一つの機会として、

是非ご参加・ご協力ください。

 日　時　　２０１１年１１月６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

募金場所：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（京都ＹＭＣＡ三条本館）

☆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(０７５－２３１－４３８８)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。

23232323日日日日

２．リトリートセンターオータムフェスタ

  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。

  自由参加型プログラムとして綱引き大会などリトリートセン

ターを使った楽しいプログラムを用意致しております。

  日   時    ２０１１年１１月２３日(水・祝日)   午前１１時（開会）

～午後３時（閉会）

  場所    京都ＹＭＣＡリトリートセンター   電話（０７７４）２４－３

８３８

  入場料  チケットをお求めください。（大人2，000円  小学生

1，000円  幼児 無料）

　　　　　　　　※各クラブ、ＹＭＣＡ三条本館でチケット販売致し

ております。

    駐車場無料

京都駅、京阪宇治駅、ＪＲ宇治駅よりマイクロバスあり〔予約

制〕

　お問合せ　(０７５)２３１－４３８８

　　　　　 じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいもファンドファンドファンドファンド

（（（（日日日日））））

24242424日日日日 （（（（火火火火））））

9999日日日日 （（（（水水水水））））


