
 

 ク ラ ブ 会 長主 題 

 

：和の心を持って!!クラブ会長：河村栄二 

 国 際 会 長 主 題 ：”Talk Less,Do More”“言葉より行動を” 

 国 際 会 長 ：アイザック パラシンカル（インド） 

 アジアエリア会長主題 ：”Sutart Fuuture Now”“未来を始めよう、今すぐに”アジア会長：岡野 泰和 

 西 日 本 区 会 長 主 題 ：「響きあい、ともに歩む To Walk Together,echoing each other」 西日本区理事：松本武彦 

 －心豊かにワイズ活動を展開し、ワイズスピリットをつないでゆく－ 

 京 都 部 長 主 題 ：行雲流水~Be Y`s men~京都部部長：畑本 誠（京都トゥ－ビ－） 
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◆今月の聖句  マタイによる福音書第５章８節 

心の清い人々は、幸いである、その人たちは神を見る。 

 

ＥＭＣ委員長として 

ＥＭＣ委員長 石倉直人 

 

 

６月に就任して早、半年以上が経ちました。 

ＥＭＣの仕事は、新しいメンバーを増やすこと！！と、脱退する人の阻止！！が、大きな仕事

と言われ、「よっしゃ！じゃあ何人か誘って新メンバーになってもらえばえーやん！」という

軽い気持ちで割とプレッシャーもなく委員長として過ごしておりましたが・・・。 

 上半期では、メンバーの皆様がまず楽しく！また、ゲストが来て頂きやすいイベントを 

いくつか開催させて頂きました。 

８月２０日のハッピービアガーデン、１０月１９日のハッピーＢＢＱです。 

どちらも大盛況で、ＢＢＱに関しては２０名という今までで一番のゲストさんに参加頂き、 

ＢＢＱやバームクーヘン作り、ゲームなど、楽しい時間を過ごす事ができました！ 

本当にみなさんの笑顔がたくさんある良いイベントでした。 

 しかし・・・。 

今日、現在で新メンバーはゼロという結果！ 

はりきりぎみでイベントを開催し、かつゲストも多数来て頂いた事もあり、自分としては 

新メンバーゼロの結果はかなり残念な状況であります。 

Ｙ‘Ｓメンズクラブの良さをうまく伝えられていないのか・・・ 

イベントへの誘い方が悪いのか・・・色々と気を悩ましてる現状です！！ 

そういう事で、下半期はＥＭＣ本来のお仕事である新メンバーの獲得の為に工夫をして 

がんばっていく所存であります。 

みなさま下半期もよろしくおねがいします！ 

 

 

 



 

 

 

 

天壇・本店にて、ゼロクラブ・トゥービーグラブ合同の新年例会を行いました。 

総勢、５１名の盛大な例会となり、２名の入会式も出来ました。 

 新年初めの例会を、ゼログラブさんと開催出来るのは、とても楽しみでもあり、実はプレッシャーでも 

ありました。 

 私は、トゥービーグラブのドライバー委員長をさせて頂いてます。 

ドライバー委員長イコール例会担当責任者。そう思って、だから緊張していました。入会して初めてのドライバー委員

長は緊張の連続なんです (>_<") 

ホテルではない場所での開催が、新年例会に適しているのか？ 

皆さんに楽しんで頂くプログラム内容は、大丈夫なのだろうか？ 

何とか開催に至りましたが、河村会長と岸田ドライバー委員長にも御足労かけて、トゥービーグラブ水野会長と 

ドライバー委員も、みんなで集まって、事前に打ち合わせもしました。 

 例会企画では、河村会長に準備も頂き辛子入り肉マン、焼酎ロックではない酢のロックの「本物は誰だ？！」 

皆さん楽しんで貰えましたか？ 

 例会当日の総合司会と、コーナー司会まで岸田ドライバー委員長に全部任せて楽しい 

時間を仕切って頂きました！楽しく新年例会が出来た事、感謝致します。ありがとうございました！ 

  沢山での例会は楽しいし、盛り上がるし、兄弟グラブとの 

例会は最高です。 

こうして楽しい時間を過ごしながら、人と繋がっていくのは、 

やっぱり最高の時間ですね。これからも、両グラブで楽しく 

盛り上がりたいので、どうぞ、よろしくお願い致します！ 

ありがとうございました。 

トゥービーグラブ 荒谷 和可子 

 

1月第１新春合同例会  みなさま,明けましておめでとう 

ございます 

1月 14日、トゥービ－クラブ新春合同例会に参加させて頂き 

ました。 我が ZEROクラブメンバー以外の方々に会うのは 

久しぶりで、知った顔触れや初めてお会いする方々も多く、新鮮でした。 

 席決めはくじ引きで、私の 12番テームルにはトゥ―ビ－クラブさんで本日入会される方、お二人と一緒でした。  

まだ、右も左も分からないまま入会されるって事で、自分が入会した時も同じだったなぁ〜などと思い出しました（笑） 

無事に入会式も終え、沢山の資料を手渡され何がなんだか分からない様子で、色々と質問されましたが、 

その質問にちゃんと答える事が出来る自分にちょっとビックリ！ もう自分は入会して 4 年目ですからそれくらいは説

明できて当然の事なのでしょうが、今迄そんな実感が全くありませんでした！（笑） 

 知らず知らすに覚えて来た事なんですね！と言っても、まだまだ半人前ですが・・・！ 分からない事も沢山有ります

が、後何年かしたらやはり古株になるんでしょうね？（笑） 

楽しい時間もあっという間に終わり、ニコニコタイムになった時に、自分がドライバー委員って事を思い出し、 

急いでニコニコボックスを首にかけ、ここぞとばかりに高額のニコニコ要求し、河村会長から￥10,000もの 

ニコニコを頂きました！ この場を借りて、お詫びします。『河村会長！無理を言ってすいませんでした。』  

御陰さまで、ニコニコも盛り上る事ができました！ありがとうございました。 

                           また、どんどん他クラブと合同例会が出来ると楽しいでしょうね？  

今期はドライバー委員なので、そんな企画も増やせたら良いなぁ〜などと思って 

います。          伊神 康喜 
    

トゥ―ビ－クラブと ZEROクラブの合同新年例会 
始まった 2015年も親クラブであるトゥ―ビ－クラブとの合同新年会は、四条大橋のた 

もと焼肉「天壇」で行われました。 

両クラブそれぞれの想いを語り合い、楽しいひとときを過ごさせて頂きました。本当にありがとうございました。 

私はこれまで自己研鑽のできなかった自分をおおいに反省し、大切にすべきところに気を配り、自分変革と開拓を邁進

していきたいと思います。今年もよろしくお願いいたします。 

ZEROクラブにとりましても、どんな一年になっていくのでしょうか。 

   中内 基 

 

第一例会 合同新年例会                    １月１４日 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会は TOF例会として、いつもの日航プリンセスと違い三条 YMCAの会議室をお借りしての例会となりました。 
1月のこの時期ですから、仕事の調整がつかなかったり、体調を崩す事もあるのは仕方のない事だとは思いますが...。出席

メンバーが半分という寂しい例会となりました。 
そんななか、例会前半はパレスクラブから森田ワイズ、平野ワイズ、川上ワイズのお三方がお越しになり、今年京都で開催さ

れるアジア大会に向けてのお話をして頂きました。いろいろとご苦労されて企画から準備を進められている様子がヒシヒシと

伝わってきました。我が ZEROクラブもせっかくの京都での開催ですので多くのメンバーと参加して、他府県いや、諸外国か

らお越しになるゲストに京都の魅力を伝える事ができれば良いなと率直に感じました。 
後半は半期総会を執り行ないました。早いもので今期もあと半分となりました。あと半年予定している事業を確実に行い、メ

ンバーみんなと楽しく過ごしていきたいです。 
主題の TOFですが...今さら私が細く説明する必要はないですよね!?(笑) 

石飛智憲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  第２例会半期総会＋ＴＯＦ                  １月２２日 

京都部合同メネット会                  １月２４日  

一部の講演会では、講師として木村まさ子様をお迎えして、おかげ様で予想をはるかに超える約 220名の皆様においで 

頂きました。木村様の講演は、絵本の読み聞かせで始まり、更にその後のお話もとても魅力的で 、お二人の子供さんを 

育てたお母さん目線のお話は 、参加されてる皆様がどんどん引き込まれていくのが感じとれました。 

講演会後の質疑応答では、普通はあまりその関係のお話はされないのですが、幼少の頃の御子息のお話もされ、 

母と子の何気ないお話に母親としての親近感を覚え、とても穏やかな気持ちになりました。二部の懇親会では 67名の参加があり

西日本区メネット事業西村主任より国内プロジェクトのこれから…のお話を頂き、その後の木村様を囲んだお食事会も和やかに

楽しい時間を過ごすことができました。気さくな木村様は、各テーブルを回り、雑談しながら記念撮影にも参加 

して頂きました。西日本区大会やアジア大会 のアピール後、ギター演奏は平山修三さんによる”あの頃この頃”…。 

リクエスト有の懐かしい曲を歌って頂きました。平山さんの優しい歌声のラスト曲はメネットソングでした。メネットソング 

『メネットの願い』は、32年前になかのしまクラブの今井利子さんが作詞されました。ご都合が悪くなり急遽欠席されましたが 

作詞時代の想いをお手紙で届けて頂きました。 

この合同メネット会では今期私の 1番の方針であるメネット同士がクラブを超えて、世代を超えて一緒に会を楽しむ事を…。そし

てメンバーである主人達が楽しく活動しているワイズメンズクラブをもっと知って頂きたいという思いで昨年の 5月から 

準備をして参りました。メンバー•メネットそしてお声かけさせて頂いた皆様の協力のおかげで、そして何より京都部メネット達のチ

カラの集まりで、この合同メネット会を作り上げる事ができました。たくさんおいで頂き、皆様のご協力に感謝の気持ちで 

いっぱいです。ゼロの河村会長、メンバー•メネットの皆様、そして長い間何度も何度も合同メネット会の PT ミーティングに 

参加し、懇親会の司会を務めて頂いた井上陽子メネット本当にありがとう。 

京都部メネット事業主査  国松和子 

 

 

 



 

 

＜強調月間＞（TOF・CS・FF） 

２０１５年飛躍の年に向けて！ 
                                       地域奉仕・環境事業主任  

渡壁 十郎（長浜クラブ） 

 

 京都ＺＥＲＯワイズメンズクラブの皆さん上半期は、多大なるご尽力とご支援のおかげで、ワイズダム推進と地域奉

仕・環境事業に貢献できましたことを、心より感謝申し上げます。 

 また、京都部ではＣＳ事業に積極的に取り組んでいただき、素晴らしい企画やＹＭＣＡとの協働、地域に貢献できる

一体型の奉仕活動、献血事業の積極的参画など“一人ひとりが、ワイズの主役”を実践されておられますことにかさね

て感謝いたします。 

●今期の地域奉仕・環境事業目標であります「ＣＳ資金の理解と効果的活用を呼びかける」を積極的にアピールし応援

する。1月２０日現在で、ＣＳ資金申請 5件（３件申請決定） 

2件継続審議中です。例年に比べると少ない気もしますが、たくさんの申請をしていただくようお願いいたします。 

●各クラブで実践する地域奉仕活動を他クラブも応援し共有する。事業報告があり次第事業通信で情報を発信できるよ

う努力します。環境事業も成果は上がっていませんが、地域奉仕活動同様に推進と情報の共有化はかりたいと思います。 

●東日本大震災の復興状況を見つつ、状況にあった支援の在り方を構築する。全部会へ出席させていただき、多くの部

長さんより部の事業としてまた、主査の皆さんより各クラブでの地域奉仕活動の事業を計画されていると報告を受けて

おります。ＣＳ資金申請の事業としても実施されたクラブもあります。 

●ＣＳ献金やＦＦ献金の活用を図り、ＴＯＦ資金の理解を求める。各部会に参加し部長の皆さんや主査の皆さんと交流

を図り直接お話をし、協力と支援をお願いし、部会での事業方針の発表の場を設けていただきました。2 月度は地域奉

仕・環境事業の強調月間となっております。献金こそ、身近なボランティアご協力をお願いいたします。 

●ロールバックマラリヤ献金は当初今期で終了の予定でしたが、５年間継続となり更なる推進と啓発をする。私の力不

足でなかなかアピールが出来ていませんが、ある部会のアピールタイムで主査さんと現物をお見せし広く知っていただ

きました。まだまだアピール不足ですが、積極的に取り組んでおられる部があることが、私にとって大きな収穫でした。 

 以上具体的な抱負を掲げ、下半期の６月までを精一杯努力する所存でおります。ただし 

ワイズ活動が楽しく・面白く・活き活きと展開され、２０１５年こそ京都ＺＥＲＯワイズメンズクラブが飛躍の年にな

るよう祈っております。 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河村シェフの料理 
ワンポイントアドバイス !! 

 
 

皆様こんにちは。第 5期会長の河村です。この度シェフのおすすめレシピ

第 1号を発表させていただくことになりました。 

記念すべき第 1回は、チャーハン‼です。中華のコックをしていて 1番よく

ある 

質問はチャーハンをパラパラに仕上げたい！です。 

チャーハンはご家庭のキッチンでは火力が小さくて上手く作れないと思われるでしょう。でもチ

ャーハンを漢字で書きますと『炒飯』つまり炒めるという字は火辺に少ないと書きますね、では

簡単に作り方をご説明いたしましょう。 

まず大切なことはご飯はデンプンでできているということです。つまり混ぜれば混ぜるほど粘

ると言う事です。早く仕上げることが大切です。ご飯は冷や飯より温かい物、卵は常温に、入れ

る具材(焼豚,葱など)は調味料(塩,胡椒,味の素,醤油など)と同時に入れる。後は多い目に熱した

サラダ油に卵、ご飯、具材の順番に入れ素早くまぜるですね。 

ご飯を炊くときは、水加減を少ない目にするとより良いでしょうね。これであなたも一流シェ

フの仲間入り間違いなし！！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．京都ＹＭＣＡ創立 125周年記念式典＆市民フォーラム 

京都ＹＭＣＡは今年度創立 125 周年を迎えました。そこで 125 周年を祝う記念式典と広く京都市民の皆様

を対象にした「市民フォーラム」を開催します。どなたでも、ぜひご参加ください。 

日   時 ２月１１日（水・祝）   午前１０時 ～ 午後５時３０分 

場 所 同志社大学 寒梅館            参 加 費 無料 

昼  食   昼食は、同志社大学良心館地下食堂で用意しています。食券（700円）を事前にお買い求めください。 

① 125周年記念式典 時 間： 午前１０時 ～ 午後１２時３０分 

内 容： 記念礼拝、125年のあゆみ紹介など 

会 場： ハーディーホール 

② 市民フォーラム 

●125周年記念講演会「21世紀にはばたく国際人になるために」午後２時 ～ 午後３時３０分 

講演者： 数学者 ピーター・フランクル 

●アニメソングコンサート 午後２時 ～ 午後３時１５分 

出 演： 文字みゆきとリーダーたち 

●映画「怪盗グルーのミニオン危機一発」上映会 午後３時４５分 ～ 午後５時３０分 

●パネルディスカッション「今・若者に目を向けて欲しい世界」 午後３時５０分～午後５時３０分 

パネラー： 留学生､青年海外協力隊ＯＢなど 

●チャリティーコンサート 午後４時 ～ 午後５時１５分 

出 演： ギタリスト 國松竜次 

 

２．The Y cup第 2回京都ミニバスケットボール大会 

 今年で 2回目になる The Y cup京都ミニバスケットボール大会を下記の日程で開催します。 

日時 3月 14日（土）15日（日） 午前 9時から午後 5時まで 

 会場 京都市横大路運動公園体育館 

３．春休みでキャンプ参加者募集中！ 

デイキャンプたんぽぽ   対象 幼児/年少～年長 

デイキャンプつくしんぼ  対象 小学１～６年生 

日程 ３月２５日（水）～２８日（土） 

定員 【デイキャンプたんぽぽ】  ３０名（最少催行人数１２名） 

 【デイキャンプつくしんぼ】３２名（最少催行人数１５名） 

行先 京都市近郊 

費用 ２７，５００円（税込２９,７００円） 

小豆島少年少女キャンプ 対象 小学２～高校３年生 

日程 ３月２８日（土）～４月１日（水）４泊５日     定員 ８名 

宿泊 神戸ＹＭＣＡ余島キャンプ場 

費用 ５１，５００円（税込５５,６２０円） 

４．スプリングプログラム参加者募集中！ 

Ａ．雪ん子スキー幼児（近郊での１泊２日スキー） 初心者のみ 対象 幼児・年中・年長 

日程  2月の土曜から日曜 １泊２日 (１泊３食) 

定員 ３０名（最少催行人数１５名） 行先 箱館山スキー場（滋賀県） 

費用 ２０，０００円（税込２１,６００円）（内申込金４,０００円） 

Ｂ．スノーキッズ幼児（近郊での日帰りのスキー） 初心者のみ 対象 幼児・年中・年長 

日程  2月の土曜日 日帰り  

定員 ３５名（最少催行人数２０名） 行先 箱館山スキー場（滋賀県） 

費用 １２，５００円（税込１３,５００円）（内申込金３,０００円） 

 

全てのプログラお問合せは 三条本館 電話０７５－２３１－４３８８ まで 
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どうわきたけし  
1963年 11月 2日鹿児島県薩摩川内市生まれ 

地元での強烈な思い出(体験)が一つあります。九州の鹿児島はとにかく台風や洪水と天災が多く、幼稚園の

頃だったと思いますが、台風で家の屋根が飛ばされ親子四人で押入れに隠れ、恐怖に震えながら過ごした事を

今でも鮮明に覚えています。 

この事も今の仕事に繋がっているかも？ 

高校時代は、進学校だったこともあり、周りも自分も当然ながら大学に行くつもりでした。 

はじめて挫折を経験する事になるのですが、受験失敗、浪人生活に入る事に････ 

結局、二浪までさせてもらったのですが、大学進学を諦め京都の専門学校に行く事になりました。この時は 

本当に悔しかった！ 

何とか「故郷に錦を飾る」じゃないけど、一旗上げてやろうと思ったのがこの頃かな？ 

専門学校に通いながら、東映映画村でアルバイトをした事で、いろんな人との出逢いがあり、これからの自分

の生き方を決めるキッカケになったと思います。また、接客や仕事の厳しさといろんな事を学び、大切な人と

の出逢いもここでした。 

前職の企画・デザイン会社で経験を積み 27歳で独立。当時は、周りの反対もありましたが、意思を貫き 

通した事で、認めてもらい、その年に結婚、その後 37歳で離婚し独身貴族を満喫後、やっと落ち着く場所を

見つけ 47歳で再婚････何より応援してくれる人がたくさんいてくれたからこそ、ここまでこれたのだと 

思います。 

敵をつくらない事より、味方をたくさんつくる事が何より大切だと今更ながらに痛感しています。 

Club Office:京都 YMCA 三条本館 〒615-8083 京都市中京区三条柳馬場 TEL075(231)4388 問合せ先 shoki@zeroclub.org 

 

編集後記 

ワイズ活動も下半期に入り、それぞれのクラブで活動の集大成を迎える時期になってきました。 

ゼロもゼロらしい活動を通して残された期間を有意義に過ごしたいですね。         

西村寛子 

 

 

 

第１例会        第２例会 

メンバー  14/23名  メンバー  11/23 名 

メネット    0名  メネット    0名 

コメット    0名  コメット    0 名 

ゲスト     0名  ゲスト     0 名 

 

月間出席者数 20/23   月間出席率   91％    

自 
己 

紹 介 

HAPPY BIRTHDAY 

   ２月 ７日   久保田展史 

２月  ７日    藤井 隆 

２月１３日   佐古田正美 

２月１８日   谷口みゆき 

  

 

ＴＯＦ   0 pt 

ＣＳ       0 pt 

ＳＳ       0 pt 

 

 

１月  31,000円 

累計   82,000円 

  

 

 

 

TOF・CS・FF ニコニコ １月例会出席 

 

 

 

 

 
ファンド 

１月     0円 

累計  236,001円 

mailto:問合せ先shoki@zeroclub.org

