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CHARTERED  28  Sep. 1983

今月の聖句

国 際 主 題：Ｉ　Ｐ　Wichian Boonmapajorn（タイ） “Mission with Faith”「信念のあるミッション」
アジア主題：Ａ　Ｐ　Edward K. W. Ong（シンガポール） “Through Love, Serve”「愛をもって奉仕をしよう」 
西日本区主題：Ｒ　Ｄ　遠 藤 通 寛（大阪泉北） 「あなたならできる！　きっとできる」“You can do it! Yes, you can!”
京都部主題：Ｄ　Ｇ　高 田 敏 尚（京都） 「いつでも喜んでいなさい」～Be joiful always～
メネット主題：ＲＳＤ　遠 藤 典 子（大阪泉北） 「メネットと共に　メネットはワイズの応援団」

クラブ主題

会　長／幡 南 　 進
副会長／香 山 章 治
　　　　西 川 欽 一
書　記／田 中 雅 博
　　　　椿 森 昌 史
会　計／石 倉 　 尚
　　　　五十嵐由紀継 往 開 来　―クラブライフの充実―

ワイズメンズクラブの活動をホームページ等でクラブ内外の人達にアピールしましょう。
加藤信一広報・情報委員長（京都トップスクラブ）
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　私は 2010 年に入会しましたので、会
歴が６年足らずになります。クラブのみなさまとは、多
くの行事や委員会等を通じて親睦を深めることができま
した。
　その中でも月２回の例会を、私は楽しみにしておりま
す。ゲストの時に例会に参加していなければ入会してい
なかったでしょうし、YMCAの活動を支援するという
こともなかったと思います。私にとって例会は、クラブ
内での親睦、メンバーシップ、自己研鑽の基礎となる場
であります。そして、クラブが行っている多くの事業の
入り口でもあります。
　その思いをもとに、今期の事業方針に「親睦、メンバー
シップ、自己研鑽に繋がる例会を心がける。」「例会に楽
しく参加できる工夫をし、出席率の向上をはかる。」と
いうのを挙げました。

　とはいえ、出席率等々思った結果は残せていません。
それでも「メンバースピーチ例会」では、メンバーの日
常を聴けるだけで新たな発見がありました。みなさまご
協力ありがとうございました。きっと、以前から「メン
バースピーチ」は数多くされていたと思いますが、やは
り私にとっては新鮮です。「講師例会」でも、私が知ら
なかったことの発見がありました。お話される方にとっ
ては日常の当たり前のお仕事や経験、出来事が、私にとっ
ては新鮮なことに映ります。（自己満足しすぎています
かね……。）
　最後に、委員のみなさまいつも本当にご協力とご指導
をありがとうございます。そして、本年度は左近ブリテ
ン委員長が「私はこんな仕事をしています」というコラ
ムを作られました。「メンバースピーチ例会」との相乗
効果を期待してあと少しの期間ですが頑張ります。

聖句の解説　聖句の「滅びる」は「パレレウセタイ」で「過ぎ去る、消し去る、滅びゆく」と訳し得るギリシャ
語で書かれています。
　使徒パウロはコリントの信徒への手紙一の「愛（アガペエ）」の賛歌で、「それゆえ、信仰（ピスチス）と希望（エ
ルピス）と、愛（アガペエ）、この三つは、いつまでも残る。その中で最も大いなるものは、愛（アガペエ）である。」
（13 章 13 節）とキリストの愛の不滅を明記しています。主イエスの愛の言葉は不滅です。

４
在籍者数　　39名
第一例会　　31名
第二例会　　34名
メイクアップ　　5名
出 席 率　　89.7%

切　　手　　　　0g
現金累計　　　　0円
Ｅ　　Ｆ　　　　0円
Ｊ Ｗ Ｆ　　　　0円
EF・JWF累計　　　　0円

第一例会　　　　0円
第二例会　　15,000円
累　　計　284,128円

合同委員会　　　4,000円

累　　計　1,031,300円
（１月報告に誤りがありました
ので訂正します）

献　　血　　　0cc
成　　分　　　0名
累　　計　　　0cc
成分累計　　　0名

茨城水害支援募金
第一例会　　　　0円
第二例会　　　　0円
累　　計　　11,108円

第一例会　　　　0円
第二例会　　3,602円
累　　計　　49,349円

東日本大震災復興募金
第一例会　　　　0円
第二例会　　2,943円
累　　計　　45,786円

『天地は滅びるが、私たちの言葉は決して滅びない。』
 マタイによる福音書 24 章 35 節

リーダーシップなくしてリーダーに非ず！　クラブ、部、区、あらゆる機会に学びの場
が存在します。そんな機会を有意義に捉える事が、スキルアップであり、ワイズダム拡
大の礎です。楽しみましょう！　船木順司ワイズリーダーシップ開発委員長（京都トップスクラブ）

５月 ＬＴ

私は例会を楽しみにしております
ドライバー委員長　　西　村　融　正
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東京クラブ・京都キャピタルクラブ
DBC花見例会
地域奉仕・環境委員　仁　科　保　雄

　桜のさきほこる最高の花見日和の京都で、
一年ぶりの DBC 例会を持つことができま
した。両クラブ合わせて 50 名を超える出席
者を得て、にぎやかな雰囲気の中で四条大
橋西詰の中華料理店「東華菜館」において
和気あいあいの例会が持たれました。
　互いに一年ぶりの親交を深めあうことが
でき、この中でメン、メネット全員の自己

紹介もあり、話の途切れることがなかったように思われます。
　この例会に先立ち、京都YMCAに東京クラブのメン、メネッ
トをお迎えいたしまし
た。24 名のメン、メネッ
トがご参加いただき、そ
の中で両クラブの会長に
よる互いのクラブの現状
や次期役員の紹介が行わ
れました。そして、お土
産の交換会などこの場だ
けでも楽しい盛り上がり
となっていました。
　街歩きのために、３時間程度取っていただき、三々五々観光
や予定されていたところに行かれたメンバーもおられ、京都の

町を楽しんでいた
だけたことと思い
ます。
　そして夕食を東
京クラブ・京都キャ
ピタルクラブ合同
例会として楽しく
素晴らしい両クラ
ブの皆様と持つこ
とができました。
　来期、東京クラ

DBC交流で京都再発見
交流委員　亀　井　久　照

　東京クラブとの合同例会と京都観光を田中升啓交流事業委員
長と共に準備を進めてきましたが、一番大変だったのが何処
を観光するのかと、観光シーズンの最盛期に約 60 人で食事が
出来る店を見つけるのが大変でした（田中委員長ご苦労様でし

た）。
　その結果、今回の観光コースを移動距
離が短かったのですが、二条陣屋、二
条城、平安神宮としました。かつて行
かれた事も多く、楽しんでいただける
か不安でしたが、天気も良く、桜も満
開で心配は杞憂に終わったようです。

ブがホストしてくださるDBCに出席させていただくことをお
約束し、楽しかった例会が閉会されました。もちろんの事、こ
の後二次会で大盛り上がりになったことは言うまでもなかった
と思います。

４月第一例会 2016年４月２日（土）～３日（日）　京都YMCA・東華菜館・京都観光

司会の志田さん

進藤会長ご挨拶 幡南会長歓迎のご挨拶

お土産の交換　メネット会長
香山さん・加藤さん

京 都 Y M C A で 記 念 写 真 西尾八ツ橋の里で昼食

この写真は庄司さん（東京クラブ）の360度が写せるカメラでの一枚

レ トロな会場での会食
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ありがとうございました
東京クラブ IBC・DBC委員長　田　中　博　之

　今年も大変実り多く、楽しいDBC 合同例会となりま
した。ホストいただいた京都キャピタルクラブの皆さま
に厚く御礼申しあげます。
　日本区が東・西に分かれて初めての兄弟縁組である京
都キャピタルクラブと東京クラブ間のDBCであり、長く、
深く続いている友情、信頼関係は両区内のみならず世界
的にも誇るべきものと思います。
　DBC 締結に際して、貴クラブでは「東京クラブの
DBCとして恥ずかしくないクラブとならなくてはならな
い。」との議論があったとお聞きましたが、当時は「兄」
だった私たちを追い越され、元気溢れる貴クラブに接し、
今や東京クラブが貴クラブのDBCに相応しいクラブに
なっていくべく努力をしていかなくてはならないことを
痛感いたしました。
　台北国際大会での再会、そして台北アルファクラブを
交えたDBCトライアングルの締結を心から楽しみにし
ています。
　改めまして、最高の季節に、最高のおもてなしをあり
がとうございました。

東京クラブ参加の皆様（敬称略）
上原靖弘・玉音、江口耕一郎、大槻展子、加藤義孝・孝子、
郡山千里・偕子、佐藤茂美、庄司征彦、進藤重光、田中
博之、茅野徹郎、長澤　弘、比奈地康晴、細川　剛・俊枝、
松田俊彦・薫、持田二郎、吉岡紀久雄・冨久子、磯田幸子、
松本倫子

　バスでは、東京クラブ
の郡山さんと同席になり、
私も購読していた建築雑
誌の出版社に勤務されて
いたそうで、興味深いお
話を聞く事が出来ました。
また来年も東京でお会い
したいと思います。
　私は京都に移り住んで
20 数年になりますが、恥
ずかしい事に、平安神宮
以外は初めて訪れまし
た。平安神宮の庭園も

　毎年、「スペシャルオリンピックス日本・京都（SON・京都）」にご支援をして頂き有難うございます。近況報告を兼ねての今年開催されましたナショ
ナルゲームの記事です。知的障害の人を支える、ボランティアでの働きは使命感がないとできないものです。ご一読下さい。

岡　本　尚　男（SON・京都副理事長）

スペシャルオリンピックス日本
冬季ナショナルゲーム新潟大会を終えて

スペシャルオリンピックス日本・京都　　　　　
スポーツプログラム委員長　西　村　忠　司

　2016 年２月 12 日～ 14 日の３日間にわたり、新潟県おいて４年に一度開催される国内の SONスポーツイベントでは最大
規模であるナショナルゲームに、京都代表選手団として合計 21 名が参加させて頂きました。
　京都からの参加競技は２競技で、フロアホッケーがアスリート 11 名とコーチ４名、スピードスケートがアスリート３名
とコーチ２名の参加となりました。
　アスリートにとってもコーチや関わるスタッフにとっても最も大変だったことと言えば、大会当日までの計画と準備です。
限られた人数枠でしか参加ができないため、選考委員会においては活動の理念や目的などの再確認も含めて、様々な協議や
議論が交わされました。
　普段はお仕事でお忙しくされているボランティアコーチやスタッフの方々の貴重な時間の中で、何度も情報のやり取りや
調整を進めなければならないのが、ボランティア団体としての難しさでもあります。時にはアスリート達の想定外の都合や
行動に翻弄されながらも話し合いを重ね、大会日程の直前まで本当に大会に参加できるのかという最悪の事態にまでなりま
したが、何とか現地に立つことが出来た時にはそれだけで感動がこみ上げてくるほどの喜びがありました。
　大会結果においてもアスリート達は本当に精一杯の力を発揮してくれて予想以上の結果を残してくれました。この事はア
スリートだけではなく、コーチ陣の今後の活動にも一層の励みとなり、来年オーストリアで開催される冬季世界大会の選考
に京都のアスリート達が選ばれればと願っています。
　最後にはなりますが、本当に普段から陰で支えて頂いている各団体の皆様の多大な温かいご支援のおかげで、アスリート
達やコーチ達は非日常的な環境での大会を経験することが出来ていると感謝しております。今後も引き続きのご支援を賜り
ますように何卒よろしくお願い申し上げます。

（冬季ナショナルゲーム 2016 京都選手団　団長）

初めてで、市内の喧騒の中にあれほど静かで緑豊かな庭園があ
る事を初めて知り、驚きました。お陰様で観光都市である京都
の魅力を見つける事ができました。ありがとうございました。

平　　安　　神　　宮

二　条　陣　屋

二　　条　　城 桜も見頃
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サバエ芝生ワーク
ファンド委員　石　倉　　　尚

　2016 年３月 27 日（日）晴れ。久しぶりのサバエでの芝生ワー
ク、キャピタルからはメン６名とちょっとさびしい参加です。
　久しぶりのサバエはキレイな緑色でした。我々の担当は、メ
インロッジ前の３ｍ×８ｍとのこと。実は、……キレイな緑色
の正体は雑草とのこと……。え～……芝生はまだ茶色のとこで
～す。
　では、只今より雑草を根こそぎ除きます。３ｍ×８ｍをスコッ
プで掘り起し、根についた土をふるい（スーパーのカゴ）にか
け、草と根だけを取り除く、ほぼ開墾・開拓作業でした。クタ
クタになりつつも、出来上がった土は、畑のようにフワフワに
なりました。そこへ芝生を張り、目土をかけ、水をたっぷりと
撒いて作業終了。お昼から用事があるという金原さんに合わす
かのごとくに正午には、帰路につくことができました。
　夏には元気な子ど
もたちが、この芝生
の上を裸足で駆けま
わることでしょう。
ワーク参加の皆様の
おかげです。ありが
とうございます。お
疲れさまでした。
　PS. ２日たった今
日もまだ、筋肉痛が
……
参加者　石倉・メネット・コメット、金原、菅原、瀬本、森（繁）、
柳　８名

榎本牧師のお話を聴いて
ドライバー委員　志　田　育　夫

　本日の講演はアシュラムセンター主管牧師
の榎本牧師を講師に迎えてのお話でした。ア
シュラム運動というのも初めて知ったのです
が、戦後間もなく、日本宣教に来られたスタ
ンリージョーンズ博士によって紹介された
「祈りとみ言葉への聴従」を旨とする運動で
す。
　お話はご自分のお名前から始まり、紆余曲
折を経て現在のちいろば牧師として活躍されたお父様が残され
た近江八幡の地にたどり着かれ、残された働きを受け継がれた
事などでした。
　頂いた資料からアシュラム運動にも興味を持ち色々調べてみ
ればアシュラムが祈りの運動であり、神の語りかけを直接聖書
から聴く清聴、恵の時は互いの問題を開示し祈りあう、解決を
聖書に聴き与えられた恵みを話合い祈り励まし合うというもの
でした。
　又お話の中で私もよく知っているヴォーリズが近江兄弟社を
創立され、メンソレータムを売りキリスト教を近江八幡の地に
広められたことなども興味深く聞く事ができました。
　最後に今回の熊本地震では自社工場が被災したにも関わらず
いち早く被災者支援に乗り出した企業があり、それがアシュラ
ムの導きにより会社を営む山崎製パンだと知り納得しました。
熊本が早く復興することを皆様と共に祈りたいと思います。

夜桜フェスタ
広報・ブリテン委員　左　近　宏　崇

　４月17日（日）、リトセンにて夜桜フェスタが開催されました。
巷の桜は終わった感がありますが、リトセンの桜は咲いてくれ
ていました。
　我がクラブのドリンク販売は毎年恒例で、段取りも手慣れた
もので、瀬本委員長の指示のもと準備をすすめ、開会式前には
準備完了しコーヒー・ジュース、アルコールの販売開始。
　神﨑総主事のお話で開会し、あちらこちらから、美味しそう
な煙、湯気、におい。うどん、串カツ、鳥焼き、餃子、地元野
菜販売などなど、たくさんのブースで楽しく過ごせました。
　舞台では、ノーベルマンさんのお歌、ドゥニアダンシさんの
アンサンブルのあと、辻尾さんの二胡の演奏と共に夜桜がライ
トアップされ、午前中は雨だったのですが、開会式の頃にはすっ
かりあがり、きれいな夜桜を堪能できました。
　また、熊本大地震被災者支援募金を目的としたチャリティー
バザーに関しても、11,000 円の売り上げとなり、同募金は
23,374 円となりました。これからは開設 50 周年を迎えたリト
リートセンターの広報も
折あるごとにしなければ
ならないと思いました。
　本年参加者は各クラブ
メンバーのほか、京都
YMCAから 50 余名、舞
鶴 YMCA からも 13 名
の生徒さんなど 200 名余
の参加でよい交流の場と
なっていました。

渡部與志夫さんを偲ぶ会開催
ブリテン委員　岡　本　尚　男

　元キャピタルクラブのメンバーだった渡部さんが昨年 11 月
に亡くなられ、偲ぶ会がトップスクラブが主催で、４月 15 日
にウェスティン都ホテル京都で開催されました。
　カメラ好きの彼の作品が展示された会場に、渡部さんの生前
を偲ぶ雰囲気があり、キャピタルに入会時からの縁がある彼と
の思い出を仁科さんと私も少し語らせて頂きました。
　昨年の西日本区大会で奈良傳賞を受賞されたことや生前の
トップスクラブでの働きを映した DVDの映像等は美代子メ
ネットを慰め、残されたトップスクラブの人達へのクラブ発展
に頑張れとの無言のエールとなりました。
　親クラブとして、又元メンバーだった彼のご冥福とメネット
のご健勝を祈念致します。
参加者　石倉、岡本・メネット、勝山メネット、田中（雅）、
仁科・メネット、森（常）、八木、山口、山田（英）

参加者　五十嵐、石倉・メネット・コメット、大山・メネット、
金原、左近・コメット、菅原、瀬本、田中（雅）、田中（升）、
西川、幡南、森（繁）、山田（隆）

４月第二例会 2016年４月19日（火）　19:00～21:00
ウェスティン都ホテル京都

講師の榎本牧師

舞鶴YMCAの生徒たち
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次期役員研修会
次期会長　森　　　繁　樹

　４月９日（土）17時より、京都YMCAで次期役員研修会が開
催されました。
　私が司会進行役をし、私の次期会長挨拶で始まりました。次
に神﨑総主事にYMCA報告も併せてご挨拶頂きました。
　リーダートレーニングでは、今回は初めての試み、その役員
研修会の場で各委員長の引継ぎを行っていただき、次期役員全
員にも聞いて頂きました。経験のない委員会の状況が分かり良
かったかと思います。
　続いて、私が次期会長・主査研修会報告として、国際会長、
アジア会長、西日本区理事、京都部部長、各事業主任の主題報
告を読み上げさせて頂きました。
　最後は、幡南会長に閉会の挨拶をして頂き無事に次期役員研
修会が閉会されました。次期役員の皆様一年間どうぞ、宜しく
お願い致します。

熊本地震緊急支援街頭募金
４月23日・24日

　熊本緊急支援街頭募金にはお忙しい中多くのご協力賜り感謝
申しあげます。
　当日は、ワイズメンの・メン・メネット・コメットをは

園内をウロウロ、幼稚園園長の仕事
石　村　吉　宏

　朝、８時に最初の通園バスが出発してからは、欠席や病院へ行っ
てからの登園、延長保育の受付などの電話を受けます。必要であ
ればバスの携帯へ連絡。その間に、各クラスの担任が書く、当日
の設定保育の内容をチェックします。その内容によっては、活動
の写真を撮ります。８時半からは、歩いて登園してくる園児と保
護者を玄関で迎え、手にタッチや握手をしています。バスの子ど
も達にもタッチや握手をして挨拶をします。
　日によっては元気のない子や握手した時に手の熱い子がいて、
そんな子はすぐに体温を測ります。熱があると母親に連絡するの
ですが、最近は「熱が少しあってんですけど行きたいと言います
ので行かせました」等と、体調の悪い時でも子どもの判断に任せ
る親が多くなってきました。
　保育が始まると、保護者あての手紙の作成や保育で使う教材の
印刷をします。時々教室の様子を見に行ったり、写真を撮ったり
園内をうろうろしています。
　昼食は、子ども達と同じ内容で少し量の多いものを職員と一緒
に食べています。２時に１番目の通園バスが出発し、歩いて通園
している子ども達を送り出し、２番目のバスに乗る子どもを集め、
人数確認をして、一緒にバスの到着を待ちます。バスが出発する
時には、子ども達に手を振って送っています。

『みんなの』カフェ　ちいろば !!
大　山　謙　一

　私の仕事はサービス業。喫茶店ではなくカフェ営業です。何が
違うのか。お酒の扱いがあるか否か。実はお酒の扱いがあるので
カフェ。ちいろばは、他店とは違いかなりかなり特徴的なカフェ
である。それは例えば、カフェの奥に別棟のレンタルスペースが
あることが大きな特徴である。また、１階がバリアフリーだとい
うこともあげられるだろう。全館禁煙、トイレは車いす可、おむ
つ交換台があること。それらのことに、弱い立場の方でも気軽に
きていただけるようにと、『カフェちいろば』でなく『みんなの』

と冠をつけ、「誰しもの居場所になるように」との思いを表してい
る。もちろん、提供する食事は身体にいいものをとの思いで、店
内手作りを徹底している。
　そして、ベビーサインなどの子育支援の教室や、聖書入門講座
や賛美の会と言った、勉強会。読書カフェや美文字セミナー、歌
声喫茶などのカルチャー教室。様々ことを発信している。最近、
嬉しいことに様々な問い合わせをいただき、多くの方にご利用い
ただいている。もちろん、各種パーティー、宴会のご予約も受け
ている。
　多くの方に愛される店つくり。二度目がある店。そんな店に
なるように歩んで行きたい。今年で 10 年目を迎える節目だから
……。

「なんか不動産のことを少し知っとるな」みたいな仕事
左　近　宏　崇

　不動産鑑定士という土地・建物などの不動産の価格を評価する
マニアックな仕事をしています。ほとんどの方がご存知ないだろ
うと思います。
　ですが、固定資産税や相続税路線価というのは聞いたことがあ
る方もおられるのではないでしょうか。若干語弊はありますが、
固定資産税や相続税路線価も不動産鑑定士が作っています。これ
らは国・自治体の徴税のための仕事です。
　これら公共の業務のほか、メインの業務は不動産を使った節税
対策の評価、銀行の担保評価、不動産の価格・賃料で係争してい
る場合の評価などなど民間業務です。
　分りにくいですね。例えば、相続税は一般に国税路線価を基に
算定されますが、画一的な査定であるために、不合理な査定にな
らざる得ない不動産がちょこちょこあります。そんな時に不動産
鑑定評価を使って適正な価格に戻し、相続税を減額するといった
感じです。
　また、親子間や会社・社長間で不動産の取引をすると贈与税が徴
収されることがあるのを回避したり……あと、……書ききれません。
　左近は不動産屋ではないけど、なんか不動産のことを少し知っ
とるな位で十分なのかなと思う、今日この頃です。

じめ、日本語科留学生、介護福祉学科学生、学生 YMCA、
VOLATZ、京都YMCAで活動する子どもたちなど、23日41名、
24 日 66 名、計 107 名にご参加いただき、市内５ヶ所にて募金
活動を行いました。
　急な企画による街頭募金ではありましたが、天候にも恵まれ、
多くの方々ご支持を得て、23 日 321,839 円、24 日 428,168 円、
総額 750,007 円の募金が寄せられました。
　今回、大勢の市民の方々から寄せれた募金は、日本YMCA
同盟、熊本YMCAを通じて被災者・被災コミュニティへの緊
急支援に使わせていただきます。（京都YMCA総主事　神﨑清一）

会員オリエンテーション
維持会員BとしてYMCA運動を積極的に担っていこうとい
う意欲のある方を対象に、YMCAについての理解をより一
層深めてもらうための会員オリエンテーションを開催いた
します。
京都YMCAに入会して１年以上の方で、定款に定められた
目的に賛同し、維持会員Ｂとなる志のある方は、ぜひご参
加ください。
日　時　６月13日（月）　午後７時～
場　所　京都YMCA　201 号室
内　容　京都YMCAの使命、日本YMCA基本原則について

京都YMCAの組織と事業について
会員活動について

公益財団法人京都YMCA第５回会員協議会
日　時　６月24日（金）　午後７時～
会　場　京都YMCA　マナホール
内　容　リブランディングについての報告、京都YMCAの

一年の事業報告など

私はこんな仕事をしています

YMCA　NEWS
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編集後記
　皆さまゴールデンウイークは如何お過ごしでしたでしょう
か。いよいよ次期に向けた準備も本格的に動き出し、今期ブリ
テンも残すところ次号のみとなりました。残り少ない幡南会長
期ですが、最後までしっかり広報していきたいと思います。

広報・ブリテン委員長　左近　宏崇

〈西日本区・京都部報告〉　「熊本地震」への緊急支援について
／第 19 回西日本区大会→早期登録入金済み、後日早期登録
者から集金　2016年６月25日（土）～６月26日（日）　ツイン21 
MIDタワー＆ホテルニューオータニ大阪／プロ野球OB会主
催　子供野球大会 in 舞鶴 2016年５月８日（日）

〈YMCA報告〉　熊本地震　被災地支援緊急街頭募金　４月23
日（土）・24日（日）／YYYフォーラム４月30日（土）14:00～16:30 
京都 YMCA

〈三役会報告〉　台北アルファワイズメンズクラブ・東京ワイズ
メンズクラブとの IBC トライアングル締結について／熊本
地震支援について／饗場さん、金原さんのお見舞いについて
／国際大会参加支援金について

〈各事業委員会報告・半期報告〉
・ YMCA サービス・ユース事業委員会　130 周年募金４月
19 日 3,602 円／累計 49,349 円／東日本大震災救援・復興募
金４月19日2,943円／累計 45,786 円／ The Ycup 京都ミニ
バスケットボール大会３月20日（日）9:30～　14 名参加／サ
バエ芝生養生ワーク３月27日（日）9:00～15:00 サバエ教育
キャンプ場　８名参加／夜桜フェスタ４月17日（日）17:00
～20:00 リトセン　18 名参加／Ｙサアワー例会４月19日
（火）19:00～21:00 講師：榎本牧師（大山孜郎さん紹介）／
京都YMCAインターナショナルチャリティーラン 2016in
かもがわ　５月22日（日）　12 名参加予定　協力内容：ド
リンク販売
・地域奉仕・環境事業委員会　メタセコイヤ・フェスティバ
ル５月15日（日）8:00 集合 10:00 受付開始　各団体代表者打
合せ第１回３月23日（水）終了、第２回４月27日（水）予定。
　統括・移動交通チーム・交流・接待チーム　送迎は京阪
宇治駅からのみとする。　レクリエーションチーム　５月
９日（月）打合せ予定　食糧調達及び提供チーム　ソフトド
リンク、茶は CS 委員会にて用意する。※アルコール、ノ
ンアルコールビールはファンド委員会にお任せ。／ライト
ハウス　新船岡寮建設に伴う募金について　建設に伴う募
金への協力呼びかけを４月第二例会にて行った。募金総額：
11,207 円
・ドライバー事業委員会　今後の例会について　５月第一例
会「CATT合同例会」・第二例会「通常例会」・６月第一
例会「通常例会」について／ニコニコの状況報告
・交流事業委員会　IBC 事業について　訪問計画３月17日
（木）～19日（土）の訪問時、先方との現地での会話を考慮
して、急きょガイド通訳を手配することとした。→ガイド
通訳￥35,000　IBC の追加予算としてクラブより支出／今
後の IBC の進め方について　４月役員会にて IBC の審議
を行う臨時総会を５月第２例会にて行い、承認が取れれば
国際のルールに則って進める／その他　４月７日台北アル
ファクラブの謝さんが京都に来られた際、お会いした。（幡
南会長、森次期会長、田中交流委員長）
・ファンド事業委員会　今後のファンド事業について／キャ
ピタルエプロンファンド　キャピタルジャンパーのエプロ
ン版　男性用（２サイズ）・女性用（２サイズ）を作成　リト
センメタセコイヤフェスティバルにてアルコール販売　お
楽しみバーベキュー大会　４月29日（金・祝）に近江舞子に
て開催／新茶ファンド／母の日カーネーションファンド　
５月／引き継ぎ例会にてアルコール販売／合同委員会　今
後の開催日　５月13日（金）
・広報・ブリテン事業委員会　５月号ブリテン骨子について
／６月号ブリテン骨子について
・ EMC事業委員会　今後の EMC活動について　更なるメ
ンバー候補の獲得　５月第一例会（CATT合同例会）メン
バーゲスト予定者　２名予定／４月度例会出欠状況　第一
例会（DBC合同花見例会）１部：京都YMCA　２部：東華
菜館　第二例会（Yサアワー例会）欠席者：８名　出席率：
79.4％　第二例会（Yサアワー例会）欠席者：５名　出席
率：87.1％／ YES 献金について／ 40 名分計 8,000 円を会
計へ　会計より西日本区へ送金済／西日本区大会に於ける
EMC表彰申請の件　EMCパートナー賞　３名申請済　年
間出席率 90％以上達成賞　７月～３月　出席率 91％にて
申請済
・メネット会　メネット会懇親会　５月27日（金）

〈審議事項〉　台北アルファワイズメンズクラブ・東京ワイズメ
ンズクラブとの IBC トライアングル締結について→５月第
二例会にて臨時総会を開催する事を承認／熊本地震支援につ
いて→京都YMCAを通して20万円を支援及び、
CATT合同例会　受付に募金箱設置を承認／饗
場さん、金原さんのお見舞いについて→見舞金
各々１万円を承認／国際大会参加支援金につい
て　１人２万円支援（メンのみ）を承認

〈その他〉　
第11回三役会　５月19日（木）　19：00～

於：石原　　　　　　　　　　
第11回役員会　５月24日（火）　19：00～

於：ウェスティン都ホテル京都

2016　第72回国際大会の概要
会　場　台北・圓山大飯店およびEXPO PARK
交　通　台北松山空港から車で数分程度
開　会　８月４日（木）14:00～（受付開始9:00～）
閉　会　８月７日（日）12:30
登録費　５月31日まで450ドル、６月１日以降500ドル
　　　　（ホテル代別）
大会日程とプログラム
８月１日（月）　ユースコンボケーション受付
　　　　　　　ICMコミッティー
８月３日（水）　ゴルフコンペ
８月４日（木）　開会式・国際会長交代式
　　　　　　　講演会・国際会長主催晩餐会
８月５日（金）　国際書記長報告・分科会・台北散策
　　　　　　　次期国際会長主催晩餐会
８月６日（土）　分科会レポート・エクスカーション
　　　　　　　国際会長主催晩餐会
８月７日（日）　聖日礼拝
　　　　　　　ユースコンボケーション　レポート
　　　　　　　閉会式

メ　　ン　山口　雅也　５月10日　　椿森　昌史　５月12日
　　　　　山田　隆之　５月13日　　大山　謙一　５月27日
　　　　　饗場　公治　５月31日　　大門　和彦　５月31日
メネット　勝山　憲子　５月３日　　長谷川絵理　５月16日
　　　　　志田　千鶴　５月23日
コメット　金原　佑征　５月６日　　大門　勇斗　５月８日
　　　　　田中啓太郎　５月24日

森　　常夫・絹　代　ご夫妻　５月８日
菅原　樅一・由利子　ご夫妻　５月13日
瀬本　純夫・吉　美　ご夫妻　５月17日

〈会長主題〉　
『先ず隗より始めよ！』
―そして、長～い、永～い、お付き合い―

〈西日本区・京都部報告〉　５月13日（金）次期Ｙサ委員長懇談会
（仮決定）　出席予定：森繁樹次期会長、左近宏崇次期Ｙサ委
員長

〈YMCA報告〉　リトリートセンターの担当が藤尾実さんから
辻中康宏さんに変わる。

〈三役会報告〉　会長主題発表・趣旨説明／委員会配属の発表／
年間スケジュール（案）の発表

〈各事業委員会報告・事業計画案報告〉
５月10日（火）までに各事業委員会　事業計画案・予算案を西
村次期書記へ提出。

〈その他〉　
第３回次期三役会　５月12日（木）　19：00～　於：未定
第２回次期役員会　５月20日（金）　19：00～

於：ウェスティン都ホテル京都

2016年４月26日（火）19:00～20:35
ウェスティン都ホテル京都　平安の間

第10回　役員会議事録HAPPY BIRTHDAY

HAPPY ANNIVERSARY

2016年４月９日（土）18:20～18:45
第１回　次期役員会議事録


