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　2018－2019年度　西日本区YMCAサービス・ユース事業主任を拝命しました、大阪泉北クラブの人見晃弘と申しま
す。1年間どうぞよろしくお願い申し上げます。
　今年度の事業主題は【継往開来】受け継ぐ歴史に私たちの想いを寄せて、未来へ繋がるポジティブネット、副題は
『ユースはYMCAの未来です。力を合わせ、共に歩む仲間となりましょう。』と致します。
　【継往開来】とは、
「先人の事業を受け継ぎ、発展させながら未来を切り開くこと。新しいものを作る時、何もないところからは生まれない。
過去の積み重ねの上に成り立っているものである。」という意味です。
　この主題・副題に基づいてYMCAサービス・ユース事業を考え、事業方針を作成しました。
　YMCAサービスについては、2017年10月に日本YMCA同盟より発表された、新しいブランドコンセプトの理解と、それに
基づく活動をお願いしたいと思います。
　この事は既に、各クラブで行われている様々な奉仕活動を通じて、メンバーの皆様が感覚的に経験・理解されている
事だと思いますが、それを誰にでも伝わるように共通の表現を用いる事と、そのコンセプトに基づいた活動の再検討を
お願いするものです。
　ユース支援については、各クラブの事業を通して、ユースとワイズメンの「相互理解・信頼関係の構築」を目指してい
ただきたいと思います。
　YMCA創設者であるJ.ウィリアムズ氏のように、いつの時代においても将来を担う若者（ユース）の健全育成こそが、健
全な社会づくりの基礎となる、との思いから、ユースたちがYMCAやワイズメンズクラブとの接点を持つことによって、自
身の持つ可能性を顕し、よりよい人生を歩むきっかけとなるよう、寄り添い力づけていただきたいと思います。
　これらの他にも、今年度の新規事業として、西日本区では【JAPAN WEST “Action！”】と題し、各クラブでおこなって
おられる奉仕活動について、ワイズメンズクラブ内にとどまらず、クラブ外へも広く情報発信をおこない、社会における
認知度の向上や、会員増強のツール、クラブ間の情報交換のきっかけとしても活用していただけるような、PRコーナー
の作成を、倉卓也 地域奉仕・環境事業主任との協働で行います。その為に、皆様のクラブにおかれましても奉仕活動
についての情報をご提供下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。
　皆様がYサ・ユース事業を通じて「みつかる」「つながる」「よくなっていく」を実感していただけるようなお手伝いができ
れば、と思います。

The power of human being
【交流を通じ、人間力をたかめよう！！】

本田正人会長主題：

会 長 ：

国 際 主 題 私たちは変えられる　　Yes, we can change 副会長：

アジア太平洋主題 アクション！　　Action！

西日本区主題 未来に残すべきものを守り育てる 書 記 ：

京 都 部 主 題 永遠の絆　　Will The Circle be Unbroken. 会 計 ：

Let's Protect and Cultivate What Should Be Passed on to the Future.

求めなさい。そうすれば与えられます。捜しなさい。そうすれば見つかります。たたきなさい。
そうすれば聞かれます。だれであれ、求める者は受け、捜す者は見つけ出し、たたく者には
聞かれます。

TOPSのバナーにはこまが
三個配されています。
TOPSのTOPとは独楽(こ
ま）と言う意味もあります。
こまは軸を中心に回転し自
由に動き回る。回転しなけ
れば、倒れてしまうもので
す。トップスクラブは止まる
事なく躍動し続けると言う
意味でもあります。

今年度の西日本区YMCAサービス・
　　　　　　　ユース事業について

西日本区YMCAサービス・ユース事業主任　人見晃弘

AFFILATED　WITH THE　INTERNATIONAL ASSOCIATION　OF　Y's MEN'ｓ　CLUBS

TO　ACKNOWLEDGE　THE　DUTY　THAT　ACCOMPANI　EVER　RIGHT Chartered

The Y's Men's Club of 10ｔｈ.July1994
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2018年7月11日
ウェスティン都ホテル京都

2018年7月13日
大原パブリック

2018年7月13日
石松

Youth
Activities

ユースの活動に注目し、理解を深め、積極的支援をおこないましょう。そこから
ユースとワイズメンズクラブの「つながる」が始まります。

　７月13日（金）第2回グルメ同好会が開催されました。参加者9名
　本日はチャリティゴルフもあり19時からでしたが、集まりはバラバラで、牧野YS、
小林YSは18時30分頃から一杯飲まれていて、全員揃ったのが19時40分を過ぎ
てたと思いますが？本日のグルメは、クリガニを食すと言う事で、あの有名店銀
座久兵衛で修行された方が独立されたお店石松さんで開催、クリガニの事を大
将に聞くと、7月初旬でクリガニは終わりで（毛ガニに似ている）北海道産は内子
が食べられないそうで青森産は内子が食べられると言う事で今回は青森産を出
して頂きました。甲羅が栗に似ている事からクリガニと呼ばれているそうです、本
日のメニューは、蛸とワカメの酢物、鳥飼のテッパイ、お刺身、冷茶椀蒸し、クリ
ガニ、握りと続きクリガニは身をむいて甲羅に盛り付けてあったので食べやすく
最初薄味かと思いましたが、コクがあり内子とカニ身を一緒に頂となんとも言え
ぬ醍醐味　コースで出てくるので、私は最後の10貫の握りが食べられなくって少
し残念ではありましたが大満足でお開きとなり、いつもの様に酔っぱらって祇園
町へと流れて・・・
　ごちそうさまでした。今回お世話になった高坂YSありがとうございました。
　次回は9月開催（ま〇た〇）？と聞いていますので、皆さんご参加ヨロシク!

日時：
場所：

日時：
場所： 笠井俊明Y's

日時：
場所： 河原正浩Y's

クリガニ

　7月11日、ウエスティン都ホテルにおいてキックオフ例会が開催されました。第25代本田正人会長の期がいよい
よ始まります。クラブも24年が過ぎました。その間色んなことがありましたが、今は京都部最大級の大きいクラブに
なりまたクラブ内も大きく変わり感慨深いものを感じています。
　さて、今期本田会長の副主題「交流を通じ、人間力を高めよう」なかなかよい言葉です。人はひとりでは生きてい
けません。人との関わりが人生を不幸にも幸福にもしてくれます。ところでワイズという英語は「賢い」という意味よ
り「思慮分別に富む」とか「聡明」のほうだと言われています。ワイズメンズクラブはそういう人の集まりで、メンバー
と交流することは人生を豊かなものにしてくれます。すなわち人間力が高まると言う事ですね。まあワイズメンも
色々な人がいますが、それは反面教師でいずれにしろ人間力アップに繋がるのは確かなようです。そんなことを
書いている私はもっぱら他の人達と交流していますが・・・・すいません！とりあえず謝っておきます。
　本日のプログラムは総会です。会食のあと総会が始まり乙坂議長の元、前期の議案２案が満場一致で承認され
ました。そして今期の議案３案も同じく承認されました。その中で特に年間予定を従来では書記が発表するところ
を本田会長自ら説明された時は会長の思いがよく表れた所でした。良かったです。これからトップスクラブを導いて
ください。期待しております。



2018年7月16日
綾部市 写真提供者
京都YMCA 人見晃弘Y's（大阪泉北クラブ）

2018年7月16日
京都YMCA

2018年7月30日
京都YMCA

（水） 部長公式訪問例会 （日） リトセン秋季準備ワーク
国際大会(台湾) （日） 京都部部会

18・19日 青い空と白い雲のキャンプ （水） EMC例会
（水） 役員会 （水） 役員会

29・30日 エイズ文化フォーラム

日時：
場所：

8月 9月 2日8日
9～12日

29日

9日
12日
26日

日時：
場所：

主催：

日時：
場所： 森田茂実Y's

　７月３０日（月）京都YMCAマナホールニ於いて「トップス経営塾第４弾」が開催されました。講師は今期のトップス
会長本田正人ワイズです。
　講演の内容は本田会長の就職から独立に至る飲食業界での経験談から始まり、日本の外食産業の歴史や成り
立ちへと続きました。昭和４０年代の町の食堂・百貨店の大食堂等のメニューの中からラーメンやカレーライスが
日本独自の発展をして細分化、その後、万博の時にファミリーレストランの前身が出店されてアメリカのチェーンス
トア理論が日本に導入され発展したきたということでした。そして回転すしが台頭してきたが、現在はコンビニの
「おにぎり」の手軽さが外食産業を脅かして来ているそうです。そして本田会長の会社（イタリアンレストランチェー
ン）の現状の展開の話の中でイタリアのトマトが加工に向いていることでイタリアから輸入して協力工場で加工して
いること等を伺いました。業界は違いますが発想の参考になる講演でした。



3.　第1回京都YMCAチャリティーゴルフ「未来を担う子どもたちを支援しよう」
　集められた支援金は、京都YMCAが行う公益活動のために使われます。京都YMCAに集う様々な会員の皆様が
一堂に会し交流を持つ機会にもなります。ぜひ、ご友人やお知り合いの方もお誘いいただきご参加ください。詳細
は、後日ご案内します。

日　　程：　2018年10月24日（水）
場　　所：　センチュリー・シガ・ゴルフクラブ
　　　　　　（所在地）〒520-3302 滋賀県甲賀市甲南町池田上梅田2118
会　　費：　15,000円（プレー費・昼食代・パーティー代・チャリティー代含む）
定　　員：　80名（4名×20組）　※定員になり次第締切ります。
お申込み：　京都YMCAチャリティーゴルフ事務局（メール：kyoto@ymcajapan.org／Fax：075-251-0790）まで、郵
送、メールまたはFAXにてお申し込みください。
　　　　　　締切：2018年9月15日（土）
お支払い：　代表者名で2018年10 月1日（月）までにお振込みくださるようお願いいたします。
郵便振替　口座番号　01030-6-733
公益財団法人京都YMCA　（フリガナ）ザイ）キョウトワイエムシーエー

１．YMCAポジティブネット募金 西日本豪雨災害　受付
　西日本を襲った記録的豪雨は12府県にまたがる大きな被害をもたらしました。生活の復旧には長期化が見込ま
れており、真夏日の高温が続き、非常に厳しい状況です。
　YMCAでは、広島県、岡山県を中心に、全国のYMCAの協力のもと支援活動を進めていきます。被災地でのボラ
ンティアワーク等の支援に留まらず、中長期的な視野に立って人びとの困難に、息長く寄り添います。また、コミュ
ニティの復興支援を目指し、全国のネットワークや特性を活かした活動を展開していきます。
　以下の期間中、西日本豪雨災害への支援募金を受け付けております。皆様のあたたかいご支援・ご協力をお願
いいたします。

受付期間：　2018年7月14日（土）～10月31日（水）
募金方法：　京都ＹＭＣＡの各階窓口にお届けいただくか、以下にご送金ください。
　　　　　　≪郵便振替≫　０１０５０－７－１９１３２　 加入者名：　京都ＹＭＣＡ 奉仕活動基金
　　　　　　※通信欄に「豪雨災害」とお書きください。

□趣味
　サイエンス情報収集

□好きな言葉・座右の銘
　我以外我が師なり

□仕事の内容
　広告／WEB／写真

□私の性格を一言で言うと
　マイペースと言われます・・精進
します。

□クラブについて一言
　今後とも宜しくお願いします。

□その他

石田博紀Y's

□クラブについて一言
　若い力がみなぎっていて将来に希
望の持てるクラブになったと思いま
す。但し、ボウソウしない様にして下
さい。

□その他
総ての活動は密にして、連絡も密に

乙坂優次Y's

2．ICCPJ活躍中です。
　今年も台湾・台中YMCAリーダー1名を京都YMCAで受け入れています。7 月13 日（金）～ 8 月13 日（月）の期間
中、子ども達のプログラムを中心として京都YMCA の様々な活動にチャレンジします。
　見かけたら、ぜひお声かけください。

□趣味
　旅行

□好きな言葉・座右の銘
　絆　やる時はとことんやる

□仕事の内容
　商業用印刷

□私の性格を一言で言うと
　温和


