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◆今月の聖句     ホセア書第 2章 21節 

わたしはあなたと契りを結び、正義と公平を与え、慈しみ憐れむ。            

ク ラブ会 長主題 ： 『Ｔｈｅ ＢＥＳＴ』から『Ｍｙ ＢＥＳＴ』へ： 波多野守一 

国 際 会 長 主 題 : “Mission with Faith”「信念のあるミッション（使命・目標）」 

国 際 会 長 ： Wichian Boonmapajorn（タイ） 

アジアエリア会長主題 ：“Through Love, Serve”“「信念のあるミッション（使命・目標）」” 

アジア会長：Edward K.W. Ong（シンガポール） 

西 日 本 区 会 長主題 ：「あなたならできる! きっとできる」: “You can do it! Yes, you can!” 

: 西日本区理事：遠藤通寛（大阪泉北） 

京 都 部 長 主 題 ：いつも喜んでいなさい “Ｂe joyful always“京都部部長：高田敏尚 （京都） 

  ファンド委員長として 

伊神 康喜 

 

4期ブリテン委員長に続き、今期は波多野会長より、ファンド委員長の大

役を任せて頂きました。 

委員長になると、自分の知らない事や初めての経験を沢山するので、自分のスキルアップに

繋がりました。 

 

最初は、ファンドは物を売れば良いと簡単に思ってましたが、実際は予想外の事の連続でし

た。 

当初の事業方針では、皆様達に美味しいフルーツを沢山提供する予定でしたが、フルーツの種

類によりシーズンがある為、オーダーが集まった時には欠品してる事も… 

要冷蔵物は、保管場所を探すのに一苦労！メンバーの方々のご協力無しでは、何も出来ません

でしたね。 

 

 多く皆様にご迷惑をおかけしたと思います。 

この経験を生かし、自分の会社にもフィードバックして行きたいと思います。 

 残り僅かですが、ZEROクラブのファンド委員長として、今期最後の商品マフラータオルをガン

ガン売りたいと思います。 

皆様ご協力のほど、よろしくお願いします。 

一年間ありがとう御座いました。 

 

 

 



 

     第１例会 夜桜フェスタ            4月 17日(日曜日) 

 

今年の夜桜フェスタは例会振替ということで、12時集合、佐古田ファミリーと坂口バネッサさんによるフィリ

ピン料理を頂きました。３名のゲストを迎え、お天気もよく、フィリピン料理はおいしく、お酒がすすみ、会話

は盛り上がり、楽しいひとときはアッという間に過ぎ、17時から始まる夜桜フェスタの準備の時間となりました。

我がクラブはナンカレーの屋台です。カレーは河村シェフに前もって準備頂き、みんなで、ナンを小麦粉から作

り、発酵後、石窯で焼きました。 

おかげさまで大盛況、みなさまお疲れ様でした!!! 

忙しいながらも、楽しい一日をありがとうございました！ 

Special thanks!! 

佐古田ファミリー＆バネッサさん！おいしいフィリピン料理をありがとう！ 

河村さん！おいしいカレーをありがとう！ 

助口さん！いつもいつもお手伝いありがとう！ 

 高倉英理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

    第２例会 ゲストスピーカー例会       ４月２８日(木曜日) 

 

４月２８日(木曜日)第２例会、ゲストスピーカー例会に高野スポーツセンターにある京都市障害者スポーツ振興会 

事務局長の金子智拓氏をお迎えしました。 

金子氏は障害者のスポーツのため、スポーツ大会の開催、進行、サポートといろんな面でサポートし、尽力されて

います、私も２年前に長崎で開催された全国障害者スポーツ大会に出場した時にお世話になりました。 

ワイズメンズクラブもお手伝いしている車いす駅伝なども世話役として関わられております、例会では歩道などの

バリアフリーについて最近は整備されているものの実際車いすで出かけると見た目以上に段差、坂がきつく車いすで

の移動が厳しい状況だと訴えられていました。 

また車いすを用意してバランスを取り、いとも簡単にウイリー状態を披露していただきました、我がクラブからは

岸田ワイズがチャレンジしたところ思うようにいかず、悪戦苦闘！ バランスをとる難しさを実感しました。 

スピーチの後半は、趣を変えラーメンの話をしていただきましたが、実は金子氏は知る人ぞ知るラーメン好きで年

間４００杯以上のラーメンを食べられています(某局の“ほんわかテレビにラーメンで２度ほど出演されています)、

カロリーが高いラーメンをそれだけ食べるとさぞや体重がと思いきや、意外にスマートな体形をされています、何故

かというと毎日出勤前の早朝に１０キロ以上の距離を走り、フルマラソンにも何回もチャレンジされているとのこと、

只々感心することしきりでした。 

奥村 悟 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 



 

           次期役員研修会             ４月１日(金曜日)               

 

次期(第７期)役員研修会は、4月 1日(金)に日航プリンセスホテル京都 2階の中国料理「翡翠苑」において三役 5名

と常設委員会委員長 7 名、そして第 22回京都部部会実行委員会委員長 1名の合計 13 名(対象者全員)の出席者で、前

半を研修会とし後半は闊達で忌憚の無いご意見をお伺いする場としての懇親会という構成で開催させていただきまし

た。 

次期の ZEROは次々期に「京都部長輩出」と「京都部会の開催」、そして部長輩出期の後には「ＺＥＲＯ10周年」、こ

の三つのミッションを素晴らしい結果で達成する為に、各メンバーの成長を基としたクラブ全体のＳＴＥＰ ＵＰを目

指すスタート期と位置付けています。 

そのために「自然体」という会長主題を掲げ、メンバーそれぞれの生活環境・やスタイル等を無理に変えることな

く、全方向への努力を以って仕事や家族、そしてワイズ、それぞれの関わりを拡大し深めることを訴えかけました。(な

かなか、上手くは伝わっては無いかもしれませんが…。ワイズも頑張る、仕事も頑張る、趣味も今以上に楽しむ、家

族・友人との交わりも深めるということです。ワイズを頑張るし仕事や他の部分は少し犠牲にするという考えは良く

ないし、大変ですが全部頑張ろうぜ！ ということです。) 

全員出席で定刻に始まり、各事業委員長の満々のヤル気が感じられ、予定時刻に(あっ、誰か追加注文でラーメンを

食べてたな、)終わることができ、この後は間違いなく良い結果が期待できる、素晴らしい研修会だったと思います。 

今後皆さんへは、次期三役アワーや定時総会など機会あるごとに、より一層理解が深かまるよう繰り返し「思い」

を伝えたいです。(また、言うとるわ。ボケとんのちゃうか？とは思わんといてください。が、ホンマにコレはおかし

いでと思うときは、こっそり家族に伝えてくださいネッ。) 

宮越 寛 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

ＹＹＹフォーラム              ４月 30 日(土曜日) 

 

昨年までリトセン夜桜フェスタで併催されていた YYYフォーラムが、今年から単独催事として三条 YMCAで開催され

ることとなった。確かに夜桜フェスタでは、ワイズの主要メンバーは食事提供に追われて、フォーラムに参加する時

間が取れないことが多かったための対応策だそうだ。 

YYY、つまり Yワイズメンと YMCAと Yユースリーダーの三つの Yは、今後益々密接な関係を築いていく必要がある。

これまでユースリーダーが社会人後にワイズメンになったという例は数えるほどしかないらしく、実際、周りにもそ

れだけ筋金入りのワイズメンは皆無である。 

今回のフォーラムでは、その辺の思惑があったのか、ワイズメンとユースリーダーがバランス良く８チームほどに

分かれて、環境問題についての話し合いをし、一つの結論を出すという共同作業を行うなかで、互いの親睦をはかる

という取り組みがなされていた。 

もちろん、年に一回程度の親睦では「ユースリーダー⇒卒業・就職⇒ワイズメンズクラブに入会」という図式が一般

化するまでの道のりはまだまだ遠いが、各クラブが新規メンバーの増員に苦慮する今日、これらユースリーダーこそ

が自分たちの「正統な後継者」たることは間違いなく、今後、この地道な取り組みを倦まず弛まず続けていくことが

重要であると痛感した次第である。 

佐古田正美 

 

 

  



  ≪強調月間≫ 

                LT 

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） 
 

 

        

 

 

１．第１２回インターナショナル・チャリティーラン参加・協賛申込 受付中 

第１２回インターナショナル・チャリティーランを５月２２日（日）に開催いたします。 

在京ワイズメンズクラブの皆様には、当日スタッフや屋台出店などでご協力いただきます。 

宜しくお願いいたします。 

日  時：２０１６年５月２２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 

 

２．アクアフェスティバル 

５月２９日（日）に京都ＹＭＣＡの５Ｆプールでアクアフェスティバルを開催いたします。 

アクアフェスティバルとは、プールの中で様々なゲームをしたり、みんなで曲に合わせて踊ったり楽しくあそんで

プールを好きになってもらうイベントです。 

詳細が決まりましたら、京都ＹＭＣＡホームページにてご案内いたします。 

 

３．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：２０１６年６月１３日（月） １９時００分～ 

場  所：京都ＹＭＣＡ三条本館 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 

お申込み：申込書に必要事項をご記入のうえ、６月６日（月）までにＹＭＣＡ受付またはＦＡＸ 、E-mailにてお申

込みください。 

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

（E-mail）kyoto@ymcajapan.org 

 

４．２０１６年度会員協議会 

公益財団法人京都ＹＭＣＡ第５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：２０１６年６月２４日（金） １９時００分～ 

場  所：京都ＹＭＣＡ三条本館 地階マナホール 

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 

連 絡 先：事前に出欠連絡を京都ＹＭＣＡ本部までご連絡ください。 

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

（E-mail）kyoto@ymcajapan.org 

 

YMCA NEWS 
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編集後記       岸田 靖司 

 
春ですね〜   

暖かくなってきて心も弾んでいるかと思います！ 

来期の委員会などもスタートし、新旧のはざまにいますが残り少ない波多野会長期をさらに素敵に 

していきたいですね！ 

さらに充実した時間を過ごせるよう頑張りましょう！ 

私事ですが、５月１３日に娘が生まれました♡ 

ありがとうございます！ 

 

 

       

 奥村 悟      

      車酔いした時の対処法 

  車酔いはとても辛いそうです(私は酔った事がないのでこういう書き方ですみませ

ん) そこで、車酔いしたときは親指の第一関節を１５秒くらい痛いくらいに強く 

噛むと効果があります。(親指の第１関節神経は車酔いに関する目や耳の神経と繋がっており、“痛い”という

情報が目や耳の情報より早く脳に伝わるため、気分が悪くなる原因を遮ることが出来るため。) 是非試してみて

ください。 

 ４月例会出席     

   

第１例会          第２例会 

メンバー  １２/２１名   １７/２１名 

メネット        １名         ０名 

コメット        ３名        ０名 

ゲスト         ３名         ３名 

 

月間出席者      月間出席率 

２０/２１名     ９５．２０％ 

 TOF・CS・FF 

 

TOF    ０ pt 

C S        ０ pt 

F F        ０ pt 

  ニコニコ 

 

４月          ０円 

累計    ９６,８９０円 

 

 

４月            ０円 

累計   ３３２,５２４円   

    HAPPY BIRTHDAY 
  

５月 ３日 竹園憲二 

１４日 波多野守一  

    ２８日 石飛智憲  

    ２８日  坂口バネッサ 

 

    HAPPY ANNIVERSARY 
  

５月 ２日 西村寛子＆博 

   ３日 山田維久仁＆佳奈子 

  １４日 宮越 寛 ＆里恵 

  ３０日 藤井 隆 ＆久美 

 

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 

 

 知 恵 袋 

ファンド 

mailto:問合せ先shoki@zeroclub.org

