
会長主題(年頭所感) 『自然体』 ～～ 10期に向けて STEP UP ～～  第７期会長 宮越 寛 

              会長主題の『自然体』を簡単に言うと、ひとりひとりを取り巻く環境(家族・仕事 

地域・ワイズなど)が違う中で、各人の持っているそれぞれへの関わりのバランス 

を崩すことなく(無理にバランスを変えるのはやめて)、それぞれの方向に拡大出来

るよう努力、工夫を常にしていこうぜ！ 

そして何事にもしなやかに対応できるように努めようぜ！結果として、ワイズメンとしても社会、人

としても成長し両方共に良い結果に結びつけよう！と、まぁこんな感じです。(詳細は HPを読んでね、) 

ところで、会長主題と方針を考え始めていたのは、2015年の 11月の中頃からでした。とりあえず、

「クラブしての節目の 10 期」このことが常に頭を過ぎっていました。10 期を迎えるのに相応しいク

ラブに成長する為、その一助になるにはと。で、やがて特別なことをやるでもないし、今までを振り

返り出来てなかった部分や不十分な部分を進歩させることが基本やなと思うようになりました。メン

バー全員がそれぞれの意識の向上、その為にはメンバー全員にいろんな情報を提供し知ってもらった

上での参画、このことがとても大事かなと。もちろん、このことは発信する側も受け止める側もそれ

ぞれが常に ZEROへの意識を持ち続ける必要があります。 

そして、そんなことで第 7期のやるべき輪郭が見えてきた時に、ZERO第 8期に京都部長輩出という

ミッション(前段で触れていた、特別なこと)が発生。少しはひょっとしたらあるかも？と頭の中の一

部にはありましたが、部長輩出クラブの責任や部キャビネット、部会ホストのことを考えるとやっぱ

り大変なことです。が、逆に考えるとクラブが成長する為の大きな拠り所になる。これはチャンスや

なと思えるようになりました。   

クラブというものは様々な立場で様々な考えを持っている人の集合体です。ZEROに対してもいい意

味でも悪い意味でもさまざまな思いをお持ちかと思いますが、先ずは部長輩出・部会ホストを ZERO

成長の拠り所とし、今一度心新たに「よし！やったるで、」と取り組んでいただきたいと思いますし、

「あの時部長出して良かったな」「部会でみんながひとつになれたな」と思えるようにしたいもので

す。そして、他クラブも含む誰もが ZEROは部長輩出・部会ホストで成長し、成熟の 10期を迎えよっ

たな感じてもらえるように深化しましょう！ 
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◆今月の聖句    イザヤ書第 57章 14節 

盛り上げよ、土を盛り上げて道を備えよ。わたしの民の道から 

つまづきとなる物を除け。          

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(ホタル例会)                    ６月 ４日(土曜日)          

毎年恒例のホタル例会になりました。今回は 2

年ぶりの参加、そして初めて家族で来られま

した。 

乾杯の挨拶は波多野会長、ハワイ帰りで時差

ぼけがあったようです。 

食事が始まりおいしくいただきました。当

日はゲストが女性３人、メンズが慌しくホタ

ル以上に動き回っていたのが印象的でした。 

食事の途中電気が消えてホタルを鑑賞しま

したが何匹か見ることができ、息子も大興奮

楽しむことができました。その後の抽選会も

盛り上がり、熊本家に景品 3つも当たってし

まい恐縮です。妻は喜んで当たり前のように

カバンにいれていました。 

その後ニコニコをしっかりしております。

私は焼酎を飲んでしまいかなりひどい二日酔

いでした。さて、来期に向かってメンバーを

増員させなければなりません。意識と目標が

あれば何でもできる、私もがんばります。 

熊本祐滉 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

         第２例会(引継例会)                            ６月１９日(日曜日) 

今までも、ZEROクラブの行事にはちょこちょことお邪魔させて頂き、貴重な経験や素敵な出会いをさせて頂き感謝し

ております！ 

またこの度は、引き継ぎ例会にご招待頂き、ありがとうございました。 

 例会には初めて参加させて頂き、行事でお会いするとき時は違う皆様の雰囲気に緊張してしまいましたが、メンバー

の皆様が笑顔で声を掛けて下さるので少し緊張もほぐれ、安心したのも束の間。 

式が始まると厳粛な雰囲気に圧倒されました。 

 式が進むにつれて時折おふざけも入り、バイオリンの心地よい音色でアルコールもすすみ？楽しい、素敵な時間を過

ごす事ができました。 

そして個性的な皆様が、「やる時はやる」「明るく楽しく」ひとつひとつの事に取り組まれるゼロクラブをあらため

て素晴らしいクラブだなぁと思いました。 

最後になりましたが、いつもあたたかく、快く受け入れて下さり感謝しております！ 

ありがとうございます！ 

また皆様とご一緒できる日を楽しみにしております。 

助口紀子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

   



      西日本区大会             ６月２５．２６日(土・日)                 

大阪で開催された西日本区大会に参加してきました。 

今回が会長として最後の仕事となりました。 

大会１日目の午前は代議員会に参加し、この一年間の締めくくりと次期への議案審議などが行われ、滞りなく終了し

ました。改めて、西日本区所属のワイズメンの熱い活動を感じ取れました。 

そして午後からセレモニーなどが行われ、夜は懇親会という事で、西日本区に属するクラブが一堂に集結し、大変盛

り上がっていました。 

参加人数約 800人、会場の熱気も凄かったです。 

会場では、阿蘇クラブの五嶋九州部長、梅井会長、藤本ワイズはもちろん、ハワイのＩＢＣで大変お世話になった大

阪泉北クラブの小路ワイズとも交流が図れました。 

懇親会終了後は、阿蘇クラブ、TOBE クラブ、熊本ジェーンズクラブ、熊本むさしクラブ、大阪中之島クラブの方々と

二次会で交流が図れました。 

さすがに疲れもピークに達し終電もあったので、僕はお先に失礼しましたが、その後も良い交流が図れたようです。 

そして大会 2日目は、楽しみにしていた表彰式です。 

期初に掲げた獲得目標の一つ、CS環境事業特別賞の発表があったからです。 

結果は、、、残念ながら獲得はできませんでしたが、次期も引き続き継続していく事で区にもアピールしていきたいと

思いました。 

西日本区大会は何度か出席していますが、今回は会長として出席した事もあり、また違った感覚で望めました。 

メンバーの皆さんにも、特にまだ参加した事のないメンバーには、是非とも大会の雰囲気を味わってほしいと思いま

す。 

次回は熊本の地で開催されますので、できるだけ多くのメンバーで参加したいと思いますので、よろしくお願いいた

します！ 

波多野守一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 



 

 

≪強調月間≫ 

【Ｋｉｃｋ-off EMC-MC 】 
 ＭＣは新会員増強と意義高揚を図ること。楽しく充実運営を図りメンバー間の親睦を深め魅力あるクラブ作り

を目指しましょう。 

山藤 哉ＥＭＣ事業委員長(京都グローバルクラブ) 

 

  

 

 

 

  

 

 

   

      

 

 

 

 

 

 熊本祐滉 

☆七夕に願い事を叶える【３つのポイント】☆ 
 

1．短冊に願い事を書き、笹につるす！（笹につるすことで、魔よけ、邪気ばらいになります。） 

2．笹ごと、月に向かって振る 

3．冷やしそうめんを食べる（7月 7日は「乾麺の日」です。この日にそうめんを食べると大病をしないという言い伝

えがあり、平安時代から宮中では七夕にそうめんをたべるのが習わしでした。） この３つを、一つも欠かすことなく

やってみてください。 

ワイキキ行ってワイキチ賞、なんちゃって。 

佐古田正美 

そもそもワイキチ賞って何？ 

クラブ・ロースターにもワイズ読本にも載ってないし、たぶん我々の親クラブの ToBeあたりが生み出した、実に適当

な賞なのだろうと勝手に思い込んでいる。現に過去、西日本区大会や部大会でこのような賞が発表されたためしはな

い。しかしこの「ローカル賞」を取る人物にはだいたいの特徴がありそうだ。 

「一発屋」「暴走族」・・・これ、まさに俺やんか・・・orz 

少し前からであるが、ワイズ活動に関して一つだけ心がけていることがある。それは、会長主題の広義的な解釈とそ

の実行である。前期 6 期の期首に波多野会長が３つの目標を掲げた中に、新規の IBC,DBC 締結目標があったわけであ

るが、この前期は同時に、今は無き某光一老からの押し付け指令が小生に出されて、京都部の国際・交流主査という

大役をいやいや拝命し、どちらもやるからには派手な IBCを一発ブチかまそう！と決意した期であった。 

こういう派手な一発技はまさに小生の得意科目だと自認しているわけで、こうなると自分でも暴走が止められなくな

ってしまう。まあ、実のところは久々のハワイに行きたかっただけなのだが、いくつかのラッキーも重なって、まあ

自分でもびっくりするほど「今回は」上手く行ったなと思う。 

ただし、ここから先が一発屋の悲しい性で、「継続」すること「持続」させることが大の苦手ときていて、すぐに飽き

て、や～めた！とほっぽり出してしまう。 

周囲の皆さんには、この悪しき習性を常に監視していて頂きたいと願う。 

しかし考えてみればワイズの活動はきっかり 1 年単位。人間だれしも同じことを 1 年以上は続けられないか、そのク

オリティーが低下してしまうものなのかもしれない。とすると、これはなかなか良く出来たシステムには違いない。

うん。    一発屋上等～！！ 

    HAPPY ANNIVERSARY 
７月 ７日 石倉直人＆忍 

 ６月例会出席     

   

第１例会          第２例会 

メンバー  ２２/ １７名  ２２/１９名 

メネット        ２名         ６名 

コメット        ４名        ４名 

ゲスト         ４名         ２名 

 

月間出席者      月間出席率 

２０/２２名     ９０．９０％ 

 TOF・CS・FF 

 

TOF    ０ pt 

C S        ０ pt 

F F        ０ pt 

  ニコニコ 

 

６月     ６,０００円 

累計  １１４,８９０円 

 

 

６月    ８３,９２２円 

累計   ４３０,４４６円   

ファンド 

 

豆知識  

 
 



 

 

編集後記                    

                         熊本祐滉 

7期ブリテン委員長の熊本祐滉です。基本ラインを守り発行していきます。それ以上の事は難しいですが、 

皆さま原稿のご協力よろしくお願いします。 

 

 

 

 

１．サマーキャンプ・夏期集中プログラム受付開始 

京都ＹＭＣＡでは、今年も夏休み中の子ども達のためのサマーキャンプとスイミング・体操の夏季集中プログラム

を実施いたします。下記よりお申し込みください。 

●夏季集中プログラム （ＴＥＬ）０７５－２５５－４７０９ 

●サマーキャンプ   （ＴＥＬ）０７５－２３１－４３８８ 

   （Ｗｅｂ） https://e-ymca.appspot.com/kyoto/index 

２．ＩＣＣＰＪホストファミリー募集 

京都ＹＭＣＡは毎年夏、日本と台湾の交流を深めるために、台湾・台中ＹＭＣＡリーダーの受け入れを行っていま

す。その滞在期間中、台湾リーダーに日本家庭の日常生活や、日本文化に触れてもらうためにホームステイ及びホ

ームビジットを実施したいと考えています。ぜひご協力ください。 

● ホームステイ 

受入れ期間： 下記からお選びください。 

①７月１７日（日）夕～２２日（金）昼/ ②７月２５日（月）夕～２９日（金）朝/ 

③７月３０日（土）夕～８月８日（月）朝 ※期間中サバエキャンプ場に泊まること有り。 

受入れ要件： １家族１名受け入れ 

公共交通機関（電車・バス等）で京都ＹＭＣＡまで１時間以内で通えるご家庭。 

宿泊と朝食、夕食の提供。個室もしくは女性と同室のお部屋の提供。 

受け入れ最終日が朝まで 

の場合は８時に京都駅集合できるようご協力ください。 

ホームステイ謝金：薄謝ですが、一人受入れにつき一日２，０００円の食費補助をお支払いたします。 

● ホームビジット 

受入れ期間： ７月１８日（月）～８月６日（土）のうち１日 午後以降３時間程度 

※宿泊はしません。 

受入れ要件： １家族１～３名受け入れ 

公共交通機関（電車・バス等）で京都ＹＭＣＡまで１時間以内で通えるご家庭。 

昼食もしくは夕食の提供。 

お問合せ・お申込み： 京都ＹＭＣＡ（ＴＥＬ：０７５－２３１－４３８８ 担当：關（せき）） 

３．熊本地震復興支援募金 ご協力のお願い 

４月１４日から熊本県で発生している連続地震により、依然として多くの人々が不安な中避難生活を余儀なくされ

ています。京都ＹＭＣＡは一日も早い安全の確保と復旧のために復興支援募金を行っております。みなさまのご協

力をよろしくお願い申し上げます。 

① 熊本地震支援募金:  

地域コミュニティ復興を前提とした募金全般。熊本ＹＭＣＡが指定管理者となっている、「益城総合運動公園・

体育館」及び「御船町スポーツセンター」避難所運営、現地ボランティアコーディネーター派遣、活動運営費な

ど。 

② 熊本地震・被災ＹＭＣＡ支援募金 

被災した熊本ＹＭＣＡ、熊本大学ＹＭＣＡ花凌会の再建・運営支援を目的とした募金全般。 

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 

※上記募金の種類をご確認の上、通信欄に「①熊本支援」「②被災ＹＭＣＡ支援」どちらかをお書きください。特に

記載がない場合は①と②に半額ずつ振り分けさせていただきます。 

 

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 
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