
 

書記として   第７期書記 波多野守一 

 

今期、第７期は書記を担当することになりました。 

前期会長を務めさせていただきましたが、書記という役割の大変さ、大切さがよく感

じられました。実際ここまでやってきて、それらを改めて実感しています。 

メンバーの出欠集計、資料作成、クラブ外との連絡窓口等々、本当にたくさんの仕事があります。 

どれも遅れたり失念するといろいろな所に迷惑がかかります。 

なかなかのプレッシャーです（汗） 

どうしても見落としや失念により各方面へご迷惑をお掛けすることもありますが、少しでもスムーズ

なクラブ運営をしていけるよう、これからも頑張って務めていこうと思います。 

 それには、メンバー皆さんのご協力も不可欠になります。 

例えば、出欠確認については、例会のホテル開催時、会場の準備、食事手配等ホテル側に正確な連絡

が必要となりますが、皆さんの出欠が揃わないとスムーズにいきません。 

例会以外の事業についても、各準備の関係でやはり早めに人数把握をしなければならない都合があり

ます。 

当たり前のことですが、相手の立場に立って考えていけば、想像がつくと思います。 

皆さん、出欠案内メールを受信した時、後で返信しようでは、忘れますよね！？ 

ここはやはり、＂受信即返信＂を心掛けていただきますよう、よろしくお願いいたします！！ 

今 ZEROクラブは、どんどん良い方向に変わっていこうとしている大切な時期だと思います。 

メンバー皆が少しずつ気を付けていくだけで、大きく変わっていくと思います。 

１０周年に向かって、メンバー全員が一丸となって、より良い ZEROクラブを作り上げていきましょ

う！ 

今期もよろしくお願いいたします。 
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◆今月の聖句    創世記第 2章 18節 

主なる神は言われた『人が一人でいるのは良くない。彼に合う助け

る者を造ろう。』         

ク ラブ会 長主題 ：“自然体”１０期に向けて STEP UP!：宮越 寛 

国 際 会 長 主 題 : “Our Future Begins Today ”「私たちの未来は、今日から始まる」 

国 際 会 長 ： Joan Wilson（カナダ） 

アジアエリア会長主題 

ア ジ ア 会 長 

：“Respect Y,s Movement”「ワイズ運動を尊重しよう」 

：Tung Ming Hsiao（台湾） 

西 日 本 区 理事主 題 

西 日 本 区 理 事 
：「ワイズ魂で更なるワイズの活性化を！」“Ｅｎｅｒｇｉｚｉｎｇ Ｙ,ｓ Ｍｅｎｓ Ｃｌｕｂｓ Ｗｉｔｈ ｔｈｅ Ｙ,ｓ ｓｐｉｒｉｔ！” 
：岩本 悟（熊本にし） 

京 都 部 長 主 題 

京 都 部 部 長 

：「子どもたちの未来のためにさあ始めよう、ワイズの叡智と行動で」 

：廣井武司(京都プリンス） 

 

 

 



 

      第１例会(振替例会・京都部部会)       ９月１１日(日曜日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今期(2016～2017)の京都部部会は京都プリンスクラブのホストで 9月 11日(日)にグランドプリンスホテル京都にお

いて 420名余りの参加者で開催されました。午前中は今期 2回目の評議会、そして午後は部会に先立ち北京都フロン

ティアクラブのチャーターナイトが開催されました。折鶴をモチーフとしたシャープで躍動的なロゴマークに相応し

い 21名のワイズメンが前進し始めました。おめでとうございます！ 

部会の始まりであるバナーセレモニーではメンバーからの大声援を受けて楽しく・嬉しく・心地良い気持ちで一杯

でした。ありがとうございました。また、アトラクションの小中高生で構成されている「のびっこ太鼓」は力強く・

息が合って・躍動的で所々にダンスの要素を織り交ぜ、そしてそのビートは和太鼓にもかかわらず、アフリカンな感

じさえするような素敵なものでした。続く「洛北高校吹奏学部」はディープパープルメドレー・さくらんぼ・上を向

いてあるこう を少しジャギーにアレンジして演奏され、会場はあたかもコンサート会場のように盛り上がりました。

手前味噌ですが、さすが我が母校！そうして歓談へとプログラムは進んだ訳ですが、先ずは乾杯。ご発声は、そうで

す我がクラブより輩出の竹園次期京都部部長の登壇とあいなり、カッコ良くと期待しているとマイクの不調？ところ

がこれは本人も知らされていない仕込みだったようで、これがフラッシュモブの始まりの合図だったようです。ウェ

イターとコック服のダンサーが大勢登場！プリンスクラブのメンバーも踊り出し、会場は「浪漫飛行」一色となり大

盛り上がり！やられましたね、プリンスクラブに。 

プリンスクラブのみなさんそしてオールディーズバンド「カコ＆ロッキンロビン」や「のびっこ太鼓」「洛北高校吹

奏楽部」それとダンサーの皆さん、様々なパフォーマンスを提供くださり、本当にありがとうございました。 

こうしてプリンスクラブホストの第 21回京都部部会は無事に終わったわけですが、終わったということは？そうで

すＺＥＲＯがホストする第 22回京都部部会のゴングが鳴ったということですね。今回の部会に参加されたメンバーの

皆さんはおそらくいつもの部会参加とは違った観点から “見て・聞いて・感じて” いただいたと思っています。是

非とも、その“見て・聞いて・感じて” をＺＥＲＯの部会創りに反映させていただき、プリンスクラブにも負けない

素敵な部会にしてやりましょう！！ 

 宮越 寛 

 

  

 

 

 

  



 

            第２例会(CS例会・日向大神宮ワーク)      ９月２２日(木曜日・祝) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 入会させていただき初めてのワーク例会への参加です。

事前に皆様からの連絡で、大変な肉体労働とお聞きし、  

その上前日までの連絡では、足元はかなり悪いことが予想

されるとのこと。「これは完全装備でないと！」と長靴に 

カッパ上下＆タオルを数枚用意し参加しました。 

 作業前の竹園 Y の説明が始まると何故かワクワク！  

というのも、動物園勤務時代の若い頃は、動物舎造り（よ

り自然に見せるため、動物の福祉を考える工夫…エンリッ

チメント）に興味を持っていて、精力的にスコップを持ち、

溶接をしたりと、肉体労働を好んでしたからに他なりませ

ん。そして、今の職場では肉体労働はなく、動物園時代の

後半は、若い人たちにさせて貰えないでいたので（指示す

るだけ…）、ストレスが溜まってもいたのでしょう。 

 作業が始まると身体が自然に動き、参加者が皆精力的に

動かれているのを見、竹園 Y の煽てにも乗り乍ら、終わっ

てみれば、下着まで絞れば流れ落ちるほどの汗でした。  

でも、疲れた感はさほど無く、後日に筋肉痛も出なかった

のは、生き生きと作業が出来たからでしょう。 

 作業途中の昼食は、河村 Y にご用意いただいたタイカレ

ー(グリーンカレー)！元々、カレーを好んで食べることの

無い私でしたが、頂いてみると頗る美味しい！後から来る

刺激も程好い刺激で、午後からの作業で横隔膜の痛みがと

心配しながらお代わりをしてしまいました。ご馳走様でし

た m(__)m 

 私事はそんな感じでしたが、「人が登り始めた時には滑り

落ちそうな日向大神宮の土の坂は、見違えるような石階段

に！それはそれは立派に仕上がり、石の横に添えられた植

栽は、どうぞこちらへと呼びかけているようです！」（ビフ

ォーアフターのナレーション風にお読みください） 

 楽しいワークでした。次回のワークが楽しみです。今回、

石階段周囲だけが行動範囲だったので、次回は大神宮への

お参りもしようと思います。 

秋久成人 

 

 

 

 



 

北京都フロンティアワイズメンズクラブチャーターナイト ９月１１日(日曜日) 

 

昨年の 3月にトップスクラブの船木さんから、「舞鶴にワイズメンズクラブを作りたいんやけど・・・」との相談や

らお誘いやらよく分からない話を聞かされた時、つい、いつもの安請け合いの悪い癖が出てしまって、「おう、作ろう

作ろう！」と簡単に二つ返事してしまった。 

本来、新しいワイズメンズクラブが出来るケースというのは、エクステンションといって親クラブが肥大して大所

帯になり平和的に分離独立する、あるいは一種の仲たがいや方針違いなどによって一部のメンバーが分裂独立するの

がほとんどであり、いずれの場合にもキーメンバーと呼ばれるワイズに精通したメンバーが中心となって、新しい会

員を追加募集して新クラブが誕生するのが常である。ひるがえって今回のケースでは、舞鶴市にＹＭＣＡが設立され

たことにより、それならワイズメンズクラブも必要だろう、ということを地元舞鶴市ではなく、遠く 100km も離れた

京都市の人間が考え出したことにより、キーメンバーが一人も居ない、チャータークラブも存在しないという異例づ

くめの中での設立準備となった。（（注）その後、後付けの形で 2つのクラブがチャータークラブとなった。） 

仮称・舞鶴ワイズメンズクラブ設立準備委員会が立ち上がり、翌年中の設立総会、チャーターナイト（認証状伝達

式）開催を目標として、京都部を通じて舞鶴市に留まらず近隣の宮津市、小浜市、綾部市在住の知り合いを各メンバ

ーに尋ねて回ったものの、なかなか候補者すら見つからない日々が続き、準備委員会の中にもさすがに 1 年では無理

じゃね？という空気が流れ始めた。7月末には舞鶴最大のお祭り、「ちゃった祭り」で動員を掛け、10月には舞鶴赤レ

ンガマラソン、続いて舞鶴ＹＭＣＡ学園祭と立て続けにアクションを起こしてみたものの、2，3 名がなんとか候補者

に名乗りを上げてくれた程度で、設立に最低限必要な 15名の確保には程遠い状態であった。かくいう私も、準備委員

会は一旦解散かな？と思い始めていた矢先、結果的に今回の初代会長となった辻直紀君が「僕がなんとかメンバーを

集めきって見せます！」との力強い言葉を発してくれたのであった。 

年を越し、辻君らの努力によってメンバーが次第に集まり始め、京都部から応援のために毎週通う京都縦貫道も目

をつぶっても運転できる？ほどに精通し始めた。何回かの「仮・例会」を繰り返しているうちに、始めのうちは何が

何だか分からなかったメンバーも場慣れし始めてきた。正式なクラブ名も、舞鶴だけに留まらず京都北部を一帯とし

てフロンティア精神で考えるという新会長らの意図から、「北京都フロンティアワイズメンズクラブ」と命名されるこ

とになった。 

ワイズにはとにかく特殊用語やらアルファベットの三文字用語がやたらに多く、これが新規会員たちを大いに悩ま

せ続ける。各種の会議にしても、委員会やら三役会やら役員会やら、なんでそんなに会議ばっかりするねん？と最初

は感じてしまうものだ。現時点での北京都フロンティアクラブもまだまだその域を出てはいない。今後もさまざまな

紆余曲折が待ち受けていることだろう。しかしこのクラブには、他のクラブにはない飛び切りの若さがある。少なく

とも当面の間は老害に晒されることだけはない。300人近い来場者で膨れ上がった伝達式の、壇上の新メンバーの顔ぶ

れを見てそう確信した。 

佐古田正美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EMC ハッピーアワーボウリング大会         ９月３０日(金曜日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    HAPPY ANNIVERSARY 
 

１０月 ５日 谷口みゆき＆郁廣 

１０月３０日 竹園憲二＆摩由美 

 

 

 
 

≪強調月間≫ 

BF EF 
国際協会に所属するワイズメンとして全ての仲間である国々を周知する目と心と義務を育てより BF/EFへの

意識を高めましょう。 

森田美都子国際・交流事業主任（京都パレスクラブ) 

 

 

 
HAPPY BIRTHDAY 

 

１０月１１日 宇佐美賢一 

１０月２９日 熊本祐滉  

幹事をしながらもボーリング１ゲーム目はスコアー９０だった坂口です。（ちなみに２ゲーム目は１５１です） 

月末のお忙しい中、急な呼び掛けにもかかわらず参加して頂いた皆さま本当にありがとうございました。 

参加して頂いた皆さまはお気付きかと思いますが大大大成功を収める事が出来ましたハッピーボーリングアワー！ 

皆さまに盛り上げて頂いた事もあり、私のゲスト１名・佐古田さんのゲスト 1名が入会を決めて頂きました。 

懇親会の際にも伝えさせて頂いたんですが、まずは ZEROとして、人と人とが繋がる交流の場を作れるクラブ（人が

参加したくなる行事）。 

そんな機会を作れる事が出来れば、おのずと、ゲストが交流する場を作る側に立ちたい、そして ZERO（YMCA）が

行う事業に興味を持って参加したくなる時がくると思います。 

そうなるまで諦めず人を集め続ければ自然と最高のメンバーを迎え入れられると思っています。 

今回の目標「ゲスト１０名！！」も言い続ければ本当に１０名のゲストに参加して頂く事が出来ました。 

来期京都部会を迎える ZEROがより成長しなければいけない今こそ本気で取り組むべき事だと思います。 

まだまだ口だけで、実現出来ていない事が多い僕ですが皆さんの暖かく優しい気持ちでもう少し僕のワガママに付

き合って頂ければと思います。 

本気で「今期入会１０名」目指します！！ 

坂口祐司 

 

 

 

 

ＥＭＣボウリング大会 参加ゲストのコメント 

 

「わきあいあいと、年齢も性別も超えてつなが

っていて、とてもいいムードですね」「お酒を飲

むだけでなく、ボウリング大会もあったことで

親交が深まりました」「突然でも仲間に入れても

らえそう」「年齢層が幅広く、年齢を超えて仲が

いいのがいい」「ボウリング場がかなりうるさか

ったのできつかったですが、楽しい会だと思い

ます。ゴルフに参加したい」「いろんな職業の人

がいるのがいいですね。」「いろんな年代の人が

いるのに、３０歳の若い子が前で仕切ることが

できるのがとてもいい。」「とても楽しい方の集

まりですね。また寄せて下さい。」「入会したい

と思います。」 

 

今回参加頂いたゲストの皆様（括弧内は紹介メ

ンバー） 

櫻木隆様（宮越Ｙ）氷室智子様（澤井Ｙ）加藤

陽介様（西村Ｙ）阿邊山貴生様（西村Ｙ）野口

ひろみ様（西村Ｙ）松岡久代様（山田Ｙ）松

浦光宏様（坂口Ｙ）小林純子様（坂口Ｙ）大

崎智子様（佐古田Ｙ） 

 



 

 

 

 

 

    

 

 

 

編集後記 

                      澤井美智子 

たくさんのゲストを迎えたハッピーアワーでよかったですね！これからもメンバーはもちろんゲストの方にも

「ＺＥＲＯクラブっていいクラブですね」 と思ってもらえるような、楽しい時を過ごせるといいなと思いました。 

熊本祐滉 

9月 30日 23時 40分次男が誕生しました。憲督（のりたか）です。イベントに参加できることを楽しみにして

います。よろしくお願いします。 

 

 

１．アジア保健研修所報告会～最果ての島で健康を守る  

アジア保険研修所（ＡＨＩ）の巡回報告会を京都ＹＭＣＡにて開催します。フィリピン・スールー諸島で健康な村づく

りを進めるガイさん、エミーさん２人のムスリム女性のお話を伺います。通訳もありますので、お気軽にご参加くださ

い。 

 日  時： １０月１５日（土） 午後２時～５時 

 主  催： アジア保険研修所 

 共  催： 京都ＹＭＣＡ、京都ＹＷＣＡ 

場  所： 京都ＹＭＣＡ三条本館 ２０４号室 

 参 加 費： 無料 

 お問合せ・お申込み： 京都ＹＭＣＡ、京都ＹＷＣＡまたは、アジア保険研修所（ＡＨＩ）まで。 

  京都ＹＭＣＡ：（ＴＥＬ）０７５－２３１－４３８８／（ＦＡＸ）０７５－２５１－０９７０ 

  アジア保険研修所：（ＴＥＬ）０５６１－７３－１９５０／（ＦＡＸ）０５６１－７３－１９９０ 

２．夏期国際プログラム ユース参加者による報告会  

今年の夏期国際プログラム（広島ＹＭＣＡ国際青少年平和セミナー、厦門インターナショナルワークキャンプ、地球市

民育成プロジェクト）に参加したユースの報告会を行います。ぜひご参加ください。 

日  時： １０月１８日（火）午後７時～９時 

 場  所： 京都ＹＭＣＡ 三条本館２０４号室 

 お申込み： 京都ＹＭＣＡ 

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

３．国際協力街頭募金 

１０月３０日（日）、京都市内各所で街頭募金を行います。詳細は後日ご案内します。  

集合場所・時間： 京都ＹＭＣＡ三条本館ロビー 午後１２時３０分頃（予定） 

４．京都ＹＭＣＡ国際福祉専門学校学園祭（ＹＭＣＡ祭） 

毎年一回秋に開催する京都ＹＭＣＡ国際福祉園門学校の学園祭です。ワイズメンズクラブの協力もあって大々的開催し

ているこの学園祭ですが、今年は地域の皆様の応援も得て、明るく楽しく進めて参ります。 

今年のテーマは「地域の優しさのカギになろう！」です。ＹＭＣＡ周辺の地域の皆様にも役に立つ情報や楽しんでいた

だける内容を作り出してゆこうと考えております。 

 日  時： １１月３日（木） 午前１０時から午後３時 

場  所： 京都ＹＭＣＡ三条本館 

入  場： 無料 

 ステージ： 簡単介護のテクニック講座、日本語科「日本のうた」のど自慢大会、介護福祉学科の日頃の学習成果発表、

ギタリスト「ゆあさまさや」さんソロコンサート 

 模 擬 店：ワイズメンズクラブによる美味しいスナック、学生による模擬店、福祉施設による手作りグッズ販売コーナ

ー、子ども達の遊びのコーナー、介助犬理解コーナー 

 
問い合わせ：京都ＹＭＣＡ本部 （ＴＥＬ）０７５－２３１－４３８８（Ｅ－ｍａｉｌ）ｋｙｏｔｏ＠ｙｍｃａｊａｐａｎ．ｏｒ 

 9月例会出席     
   

第１例会          第２例会 

メンバー  ２０/ ２３名  １７/２３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 

２２/２３名     ９５．６５％ 

 TOF・CS・FF 
 

TOF    ０ pt 

C S        ０ pt 

F F        ０ pt 

  ニコニコ 
 

９月      ４,０００円 

累計   ３３,０００円 

 
 

９月   ２５,６７９円 

累計   ２５８,７４０円   

ファンド 

YMCA NEWS 

 

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 

 

mailto:問合せ先shoki@zeroclub.org

