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◆今月の聖句  ヨハネによる福音書第 15章 4節。 

わたしにつながっていなさい。私もあなたにつながっている。           

            ドライバー委員長として 

岸田靖司 

今期、ドライバー委員長を務めさせていただいております岸田 靖司です。 

例会を運営する委員会ですので、ゲストに来ていただく方々、講師に招く方々

にダイレクトに ZERO クラブの魅力を伝えないといけないし、失敗も許されないと思い今期をスター

トしました。 

会長主題が、和の心を持って ということですので、みんなの輪が広がるようなイメージで例会を考

えてまいりました。 

残すところ後二か月ですが、委員会の皆様のおかげで為になり楽しい例会になっているように感じ

ています。 

もちろんメンバーの皆様の協力があってのことですが^ ^１０カ月経って切に思うことがあります。 

毎月集まり例会のこと、ゲストスピーカーのこと、ゲストを呼びやすいようにとドライバー委員会は

頑張っています。 

欠席が多いと雰囲気も盛り上がらないし、せっかくのいい話も聞いてもらえなかったら伝わらない。 

例会を作るのはメンバー全員の心が一つになることが大切なんだとすごく思うようになりました。 

来期はなるべく例会に出席し盛り上げていこうと思います！ 

今期、賛否両論あるとは思いますが沢山のゲストスピーカーに来ていただき、なかなか面白い例会に

なったと自分では思っています。講師を見つけるのも大変でした。 

いい方がいらっしゃったら継続的にそんなお手伝いもしようと思います。 

まだ今期も二か月ありますので気を抜かずドライバー委員長を務めさせていただこうと思います。 

最後に引き継ぎ例会が控えてます。 

河村会長にはいつも優しくしていただきクラブのことメンバーのことを考えてくれ感謝の気持ちで

いっぱいです！この気持ちを引き継ぎ例会にぶつけたいと思います！ 

少し早いですが、皆様のおかげで楽しくドライバー委員長をさせていただきました！ 

ありがとうございました！ 



 

     第１例会                    ４月 ９日 

 ４月第一例会は今期初の入会式がありました。㈱ハイトラスト(不動産業)の坂口祐司さん、２８才の若手経営者で

す。仲間が増えるのは本当に嬉しく、これからますます楽しみな ZEROクラブです。 

この日のメインプログラムはソムリエ溝口達也様を迎え、ワインの生産についてのお話をして頂きました。有機栽

培（オーガニック）、バイオダイナミック農法（ブドウ畑で自給自足のシステムを確立し有機栽培の手法を用いて畑で

使用する堆肥までをも内製する）、環境保全型ワイン生産(ブドウ畑及びワイナリーにおける環境保全型ワイン生産の

実践により、ワインの品質を向上させるだけでなく、安全で美しい環境を従業員や近隣住民、訪問客に提供すること

ができる)について説明頂きました。最後はお待ちかね、利き酒ならぬ利きワイン、おいしいワインを人の分まで頂き

ました(^_^;)  

高倉英理 

 

入会して｢第１例会にて入会式｣          ４月 ９日 

３月の例会にゲストとして参加させて頂き、気が付けば４月には入会しておりました。 

実はというと初めて例会に参加させて頂いた時から入会は心に決めていました。 

私みたいな若者を笑顔で迎え入れてくれる ZERO クラブの皆さんの雰囲気に惹かれていったという方が正解かもしれ

ません。 

１８歳から不動産業界に飛び込み１０年間営業職を務め２０１４年７月に開業させて頂き、何かまた自分の世界観を

広めてみたい、そして営業職をずっとしていた事もあり、良きも悪きも数字に追われていた生活・損得ばかり考えて

いた自分の世界観をまた違った目線で見つめ直してみたい、そんな気持ちが入会にあたっての動機です。 

まだまだワイズメンズクラブの知識は未熟です。 

でも何かそこで自分に出来る事はないだろうか、自分にしか出来ない事はないだろうかという意識を常にもって、若

者 powerで皆さんに良い活気が流れてもらえればと思います。 

早速委員会にも参加させて頂き、５期から６期への引き継ぎの時期で分からない事もたくさんありますが、また例会

とは違った皆さんの意気込みや、それぞれの役割の中での責任感を感じ、本当に刺激を頂いております。 

これから少しずつですが自分の立ち位置を踏まえ、もっともっと ZEROクラブが活気溢れる熱い集まりになる様に精一

杯努めていきたいと思いますのでどうぞ宜しくお願い申し上げます。 

坂口祐司 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



オリエンテーション｢坂口さん｣           ４月 ４日 

ＥＭＣ委員長としての本当の意味で初仕事と言える、新人入会のオリエンテーションを先日の 3月 4日の水曜日に、

京都ＹＭＣAにて行いました。 

待望の新入会員は、坂口祐司さん 不動産会社の代表を務められている方です。 

オリエンテーション資料を元に、坂口さんと順番に読み合わせを致しました。 

ワイズメンズの歴史や心得、各委員会の役割やゼロクラブのルールなど、、、 

正直 2年近くワイズメンズに所属していますが、改めてワイズメンズの基礎からの事を自ら読むと、忘れていた事や

気づかされた事が私自身が数多くありました。 

ＥＭＣ事業としては、新しい会員さんに入会頂く事、また、既会員さんにより良い環境を維持するのが仕事です。ま

だ 6月まで任期がありますので。 

今、できる事をやって参りたいと思います。 

坂口さん一緒に楽しみましょう。 

ＥＭＣ委員長  石倉 直人 

 

第２例会                     ４月２３日 

キネトスコープ代表 廣瀬 圭治 様を講師として迎え、「持続可能な地域資源の活用の仕組み／神山しずくプロジェク

ト」 

徳島県神山町の地方創生モデルとなった 15年の取り組み地域資源を活かした具体例、デザイナーとして地域で取り組

んでいる成功事例などのお話をして頂きました。 

今回の内容を簡単に言えば、神山町は人口 6,000 人弱の町ですが、46％は高年齢化し衰退している町に如何に若者を

増やし町を活性化させるかと言うお話です。 

私は彼と昔からの友人で、毎年ゴールデンウィークには彼の家に遊びに行かせてもらってます。 

家の周りは畑・山・川など自然が豊かな町で、家の裏には温泉などがあり、時間がゆっくり動く感じの一見、普通の

田舎町なのですが、実は全国・世界各地から集まったクリエイター達が集まった町なのです。 

何故、田舎町にそんな若者やクリエイターが集まるかと言うと、町全体に光ファイバーが通っており、逆指名制度と

言う珍しい制度を取り入れています。 

逆指名制度とは、町に必要な人材や町に仕事が無いので、仕事を持ってる人達を優先的に移住させると言う珍しいケ

ースなのです。 

まず、この町になにが必要か？パン屋が欲しければ、パン屋を逆指名で移住してもい、カフェが欲しければカフェ

が出来る人を優先的に移住してもらい、田舎町なのにオシャレなお店が沢山あります。 

昔は林業が盛んな町でしたが、今では林業が衰退してるので神山塾と言う職業訓練制度を作り、毎年 10名の若者を呼

び、毎月 10万円もらい林業を教えて貰える制度があります。 

そうした制度により、今では移住希望者が殺到している町なのです。 

そして、廣瀬さんは林業が衰退して環境を悪化させている杉の間伐材で何か出来ないかと、神山しずくプロジェクト

を立ち上げ、杉の間伐材を利用し木の食器を作っています。 

杉の木は外側が白く内側が赤い、家具や食器には向かない素材なのですが、逆転の発想で白と赤のコントラストを

逆に生かしたコップやお皿などを作り、それをネットなどで販売をして、売上げの一部を間伐作業の費用に廻す事で、

食器を作る職人を育て、林業の復興、そして環境改善と無駄のないシステム化を行っています。 

そう言った取り組みが注目され、沢山のテレビ取材や小泉 進次郎 議員なども訪れるほどの成果をみせています。こ

れからの時代、過疎化が増える日本にはこの様なシステムが必要では無いかと、私は思います。 

伊神 康喜 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ハッピーアワー｢お花見｣                ４月１２日 

 

石田(旧姓)夫妻を迎えてのハッピーアワー、とっても気持ちのいいお天気で、桜舞い散るなかで飲むお酒は格別、

おいしいご飯、楽しいおしゃべり、気がつけばもう酔っ払いモード(^_^;) 

澤井さんのお誘いで元動物園園長の秋久さん登場、さらに盛り上がり、酒宴は続く… 

ということで、後半の記憶がありません。ごめんなさい。 

残念ながら参加者は少なかったけど、楽しい休日を過ごしたアウトドア大好きな高倉でした。 

 

高倉英理 

            ゲスト参加 ｢元メンバー石田さん｣ 

みなさん、こんにちは！ご無沙汰しております。石田です。 

過日の私共の結婚式二次会に際しましては、ご多忙の中、多くのメンバーの皆様にご参加いただき、 

誠にありがとうございました。この場をお借りし、改めて感謝申し上げます。 

（サプライズでいただいたワインは、二人の記念日に美味しくいただきました(*^^)v） 

さて、4月 12日（日）、きらきらひかるでのハッピーアワーに、夫婦で参加させていただきました。 

zeroクラブの集まりに参加するのは、本当に久しぶり！ 

当日は、春を感じるポカポカ陽気で、鴨川沿いも、とても気持ちがよく、お散歩日和♪ 

そして、いざ、きらきらひかるへ！佐古田さんと英理さんが、手を振ってくれています。 

わーい。なんか、ほっとするぅ～。 

EMC石倉委員長ご配慮のもと、澤井さん作成の我々結婚式 VTRなども、拝見しながら、 

楽しい時間はあっという間に過ぎていったのでした。 

写真は、鴨川沿いのツーショット（何やら恥ずかしいですが…笑）とその日に撮った桜（山田邸前辺り？）です。 

次週の夜桜フェスタには、残念ながら、参加できませんでしたが、ぜひまた何かの機会に、お伺いしたいと思って

おります！ 

皆様とまたお会いできる日を楽しみにしております。 

石田有美 

 

 

 

 

 

 

 

第６期役員研修会               ４月 ２日 

 

2015年 4月 2日第 6期波多野会長期、岡崎にある白河院にて役員研修会が開催されました。 

先ずは、波多野会長の挨拶があり、会長主題と活動方針を述べられました。 

会長主題は 

「The Best」から「My Best」へ 

完璧にやらなければと思うから不安になり、思うように行動できなくなるものです。完璧になどそんなに簡単にはで

きないと思う事からスタートしましょう。しかし、これは決して最初から諦めるということではありません。まずは、

自分自身の役割を認識し、精一杯取り組むということが大切です。と活動方針の中で話してくださいました。 

また、今期はメンバー増強に力を入れていきたいと、力強いお言葉もありました。5 期の河村会長方針でメンバー間

の親睦を深め和の心を持って接する。そして 6 期の波多野会長の考え方の中でのメンバー増強と凄く流れがいいなと

思いました。私は第 6期 YMCAサービス事業委員会の委員長をさせていただきます、大変重要な委員会です、精一杯 自

分なりに My Bestで望もうと思う役員研修会でした。 

竹園憲二 



六甲部・中部メネット会        ４月 ４日・２５日 

六甲部メネットによる「希少難病患者支援チャリティーコンサート」 

4 月 4 日神戸栄光教会において、六甲部メネットの尽力で希少難病患者支援のためのチャリティーコンサートが開

催された。優しい音色のマリアハープとギターの演奏、手話通訳を入れた東海大学佐藤健人准教授の患者に寄り添っ

た研究者としての希少難病についてのご講演、そして美しい長田高校の合唱と盛り沢山の内容。そのいずれもが、 

このコンサートの目的に寄り添った暖かく心にしみる素敵なもので、参加者みなの心を揺さぶった。「希少難病に 

ついての理解が深められた」「佐藤氏のような研究者の存在を知り嬉しく思った」等、このコンサートに大きな意義を

見出していただけとの声が多く寄せられた実りあるイベントとなった。今期メネット事業主任として、国内プロジェ

クト支援に尽力された六甲部メネットに感謝である。 

4月 25日には金沢にて、中部合同メネット会が開催された。金沢クラブの心温まるおもてなしで、心身ともに癒さ

れる時を与えて頂けた。聖日礼拝での献金をメネット国内プロジェクトにお寄せ頂いたことも嬉しい出来事だった。

下半期も各部で、メネット事業支援の事業が様々に展開されていることに、心から感謝している。 

西日本区メネット事業主任 西村寛子 

強調月間（ＬＴ） 

 

ワイズリーダーシップ開発委員会委員長 藤井久子（神戸学園都市クラブ） 

 

                ワイズ用語集によりますと、LT（ Leadership Training)はワイズメンとしての指導力養成のた

めの研修。」と書かれています。西日本区の５月は、LT の強化月間です。今期私は、「ワイズメ

ンズクラブの未来のために、クラブ・部・区での研修だけでなく、個人のため自己研鑚に励みま

しょう。」としました。西日本区では、10 月に次期役員研修会、3 月に会長・主査研修会を開催

し、多くのメンバーとの親睦を深めるよい機会になっています。 

 リーダーシップとは、リード（周囲を引っ張っていくことで、そのために周囲を巻き込んでいくこと）するスキル

です。 

 リーダーシップに必要なことは、①「どこへ」「何のために」「何を目指して」が明確であること。②必要な人々に

きちんと伝えていく力があること。③目指すことを一緒にやっていくための信頼関係をつくれることです。 

リーダーシップは、役員の方だけに必要な資質ではなく、すべてのメンバーに必要なスキルです。クラブの現状を

できるだけ客観的に見つめ、クラブメンバー全員で共有し、良い点は伸ばし、改善すべき点は改善していく。そのた

めには、良いリーダーシップが発揮されないとなかなか進まないと思います。リーダーシップトレーニングは、何も

特別な研修会でやるというより日常のクラブ運営、メンバー同士の良き交わりと切磋琢磨により成果が得られるので

はないでしょうか。この機会にリーダーシップがどのように育っているのかを考えてみてはどうでしょうか。 

ワイズリーダーシップ開発委員会委員長藤井久子（神戸学園都市クラブ） 

 

 

     HAPPY BIRTHDAY 

 
  ５月 ３日  竹園憲二 

  ５月 ５日  田中光一 

  ５月１４日  波多野守一 

  ５月２８日  石飛智憲 

    HAPPY ANNIVERSARY 
  
５月 ２日  西村寛子＆博 

 ３月 ３日  山田維久仁＆佳奈子 

 ５月１４日  宮越 寛 ＆里恵 

 ５月３０日  藤井 隆 ＆久美 

 

 ４月例会出席     

 

第１例会          第２例会 

メンバー １３/２３ 名  １４/２３ 名 

メネット        ０名         ０名 

コメット        ０名        ０名 

ゲスト         ０名         ０名 

 

月間出席者      月間出席率 

１８/２３名      ７８％ 

T 

 

TOF    ０ pt 

C S        ０ pt 

F F        ０ pt 

  ニコニコ 

 

４月     8,000円 

累計  113,000円 

 

 

４月           0円 

累計    236,001円   

 

TOF・CS・FF 

ファンド 



ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ 

 

１．第 11回かもがわチャリティーラン開催  

５月１７日（日）、第１１回かもがわチャリティーランを開催いたします。 

参加登録は終了しておりますが、ワイズメンズクラブのおいしい屋台やバザール屋台、楽しいステージやお楽 

しみ抽選会などがありますので、見物や応援などたくさんの方にご来場いただけるよう、お声掛けいただきます

ようお願いいたします。当日のご協力よろしくお願いいたします。 

日  時：２０１５年５月１７日（日） ９時１５分～１５時３０分 ※雨天決行 

場  所：鴨川公園 

お問合せ：京都ＹＭＣＡかもがわチャリティーラン事務局 

（ＴＥＬ）０７５－２３１－４３８８ / （ＦＡＸ）０７５－２５１－０９７０ 

（E-mail）c-run@kyotoymca.org 

＊このイベントの収益は心身に障害のある子ども達の支援のために使います。 

＊賞品やお楽しみ抽選会のための景品などのご寄附にご協力お願いいたします。 

 

２．アフタースクール（放課後児童クラブ） 開校  

青少年育成団体として長年つちかってきたノウハウを活かし、子どもたちの身体、こころ、精神のバランスのと

れた成長を支援するため、４月６日（月）よりアフタースクールを開校します。子どもたちの放課後の有意義な

過ごし方を応援します。 

活動日時：月～金 午後１時３０分（放課後）～７時 

※長期休み期間（夏休など）も実施。但し、日曜・祝日・夏期休館日・年末年始は除く。 

※午後８時まで延長有。（別途費用必要） 

※上記時間以外をご希望の場合はご相談ください。 

対  象：小学新１～６年生 

定  員：各曜日１５名 

費  用：入会金（非課税）  １，０００円 

会友費（非課税）  ４，０００円（年一括払い）または２，５００円（半期払） 

活動費 別途 

申込方法：お電話にて面談の日時をご予約ください。ご希望の曜日など、面談にて伺います。 

京都ＹＭＣＡ ウェルネス事業部 ＴＥＬ：０７５-２５５-４７０９ 

３．２０１５年度会員協議会  

 

公益財団法人京都ＹＭＣＡ第４回会員協議会を開催いたします。 

 多くの会員の皆様のご参加をお待ちしております。 

日  時：２０１５年６月２６日（金） １９時００分～ 

場  所：京都ＹＭＣＡ三条本館 地階マナホール 

内  容：グループの活動報告、京都ＹＭＣＡの一年の事業報告など 

連 絡 先：事前に出欠連絡を京都ＹＭＣＡ本部までいただけますと幸いです。 

 

（ＴＥＬ）０７５－２３１－４３８８ / （ＦＡＸ）０７５－２５１－０９７０ 

（E-mail）kyoto@ymcajapan.org 

 

 

 

編集後記 

 

今月は、ＺＥＲＯクラブ待望であった 20代の新人、坂口ワイズが入会！！来期に向け、さらに楽しい例会が期待でき

そうです＾＾みんなで盛り上げていきたいですね。。 

                              山田 維久仁 

 
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 
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