
 

 

会計として 
第６期書記 河村栄二 

 

今年も師走の慌ただしい 季節を迎え第 6期も折り返し地点にやってまいりました。 

私は仕事柄、日常パソコンや数字の計算などと縁のない生活を送る中、今期はクラブ会計の役割を与え 

て頂きました。 

 

初めは苦手意識の塊で不安ばかりでしたが、 ワイズメンズクラブとの出会いにより新たな分野での 

スキルアップをさせて頂けるチャンスに恵まれる事の喜びを実感しております。 

私をＺＥＲＯクラブのメンバーに誘って下さった方の言葉で、「ワイズメンは基本的にノーエクスキュ 

ーズですよ！」と教えて頂いた事がありましたが、今になってその意味が漸く分かるような気がしてま 

いりました。 

 

少年の頃初めて鉄棒で逆上がりが出来た時の達成感を実感したように、与えられた役割をありがたく 

受け入れ率先して行事に参加することが楽しさに繋がるのではないでしょうか。 

残り半期 波多野会長の下、精一杯盛り立てて行きたいと思っております。 

そしてこれからＺＥＲＯクラブに更に多くのメンバーが集まって、楽しさを分かち合える輪を広げて行 

きたいと思っております。 
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◆今月の聖句     ルカによる福音書第 2章 10節～11節 

天使は言った『恐れるな。わたしは民全体に与えられる大きな喜び

を告げる。今日ダビデの町で、あなたがたのために救い主がお生ま

れになった。』             

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） 

 

 



 

 

    第１例会・京都部部会          １１月 １日(日曜日) 

 

第 20回京都部会は、11月 1日(日)に京都ホテルオークラにおいて京都ワイズメンズクラブがホストの基、ホテルの

グレードに追随することなくシンプル且つコンパクトなプログラムを意図して、第 68 代合田会長の開会の点鐘を合図

に開会されました。ＺＥＲＯクラブからは 15名の参加でしたが、11月第一例会振り替えという事を踏まえると少し寂

しい人数ですね。また、遠藤通寛西日本区理事は急用の為、欠席という事であの赤いジャケット姿が見られないのも少々

残念でした。あっ、そうそう 10 月に九州部会で大変お世話になった五嶋義行九州部長も遠路遥々、宿も手配しないで

お越しいただきありがとうございました。 

 

部会には何度か参加させていただいていますが、座席について少し。部会や西日本区大会における座席は大別して、

クラブ単位かランダムというパターンですね。ランダムだと知らないワイズメンとも交流できるが、口下手な人にとっ

ては若干苦痛かも。クラブ単位での場合は、１テーブル着席可能人数から溢れると、結局は自クラブ以外の方と一緒と

いう事で、一部のメンバーはランダムとあまり変わらない。個人的にはどちらでも良いのですが、座席ひとつにしても

皆が楽しくすごせる座席はなどとこういうことを考え出すと結構難しいものですね。 

ＺＥＲＯクラブも近い将来、京都部長を輩出し京都部会をホストすることとなります。メンバーの皆さんそれぞれが

実行委員長のつもりで、ＺＥＲＯが創り出す京都部会を一度創造してみて下さい。何が必要ですか？コンセプトやコン

テンツも然ることながら、まずメンバーの熱意とマンパワー(メンバー増員)が必要かなと思います。もう、今から京都

部会ホストやＺＥＲＯ10周年のことを頭の中にインプット！ 

 (あれ、あんまり例会報告の内容になってない？まあ、勘弁しといて下さい。) 

    宮越 寛 

 

   
  

   



 

第２例会 ショータイム           １１月 ３日(火曜日) 

 

今年も 11月 3日の文化の日に、北山陶板名画の庭にて ZEROワイズメンズクラブのショータイムが行われ参加させて

頂きました。 

  

今回は例年に比べ、ダンスキッズのチームに大勢参加頂き、大盛況のもと終える事ができました。 

陶板名画の庭の中で、一番大きく目立つ壁画の下で行われたダンス披露のイベント、また、子供達による腕相撲大会は、

祝日の夜としては子供達に本当に楽しい時間が提供できたのではないかと、自然に笑顔になれました。 

  

ZERO クラブの催しとしては、唐揚げにポテト、フランクフルトやドリンクの販売、そしてゲームコーナーの運営な

ど、しんどくも大変やりがいがある仕事をさせて頂きました。 

私の担当は、唐揚げとポテトの揚げ物係でした。 

出来あいのポテトや唐揚げを振る舞うのではなく、その場で揚げたてを提供するという事で、ご来場頂いた方々には大

変ウケがよかったと思われます。 

その分、揚げ係の私は、約 2時間揚げ続けました。 

まさか、ずっとこの様な状態になるとは思っていなかったので、それ用の服も着ておらず、服、ズボン、くつまで油ま

みれになったのは言うまでもありません。 

しかし、子供達が「おいしい！おいしい！」と言って食べてもらうのを見ると、しんどくて大変でしたが、気持ちの良

い汗をかく事ができました。 

  

毎年この様なショータイムを開催し続けていくと思いますが、この活動を通し、ZEROクラブの存在をより多くの方々

に知って頂いて、メンバーが一人でも増えたら良いなーと思っております。 

   石倉 直人 

 

  
 

  



 

        オータムフェスタ             １１月２２日(日曜日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日 11月 26日は七夕以来のハッピーアワーを開催致しました。今回は紅葉ハッピーアワーと銘打っての企画。場所

の選定が難しく、予算と交通の便を考慮した結果。円山公園内のお店での開催にしました。平安の昔、今の円山公園一

帯は一面真葛（まくず）や薄（すすき）などが生い茂り真葛ケ原（まくずがはら）と呼ばれていたそうです。鎌倉時代、

慈円僧正が『わが恋は松を時雨（しぐれ）の染めかねて真葛ケ原に風さわぐなり』（新古今集）と詠んでから一躍和歌

の名所となり、以来多くの歌にうたわれたそうです。江戸時代に入ると安養寺塔頭の六阿弥、左阿弥、也阿弥などいず

れも何阿弥と称した六坊が席貸を始め、次第ににぎやかさを増してきましたそうです。公園周辺は観光客の方がたくさ

ん来られていて、特に外国人の方が多く京都が外国人から人気があるという事を実感致しました。 

 そんな雰囲気のなか、当クラブのゲストも国際色豊かな集まりとなりました。あいにくこの日は肌寒く紅葉をゆっく

り楽しむとまではいきませんでしたが、新しいメンバーを迎え ZERO クラブの紅葉は始まったばかりで、これからが楽

しみです。        石飛智憲 

 

 

 

 

 

   

紅葉ハッピーアワー            １１月２６日(木曜日) 

11／22、天気が心配される中、オータムフェスタに参

加してきました。 

参加された皆様、お疲れ様でした。 

 我が ZEROクラブは、毎回恒例の石窯ピザを提供しまし

た。 

 

初めは、火の加減が難しく焦がしてしまったり、 

玉ねぎが焼けなくて半生の状態だったり、なかなか 

うまく焼けませんでした。(これホント難しい。。。) 

試行錯誤の末、ようやく抜群の焼き加減になる位置 

などをつかんだ時には、残り 5枚ほどになってしまって

ました。 

 

得てしてこんなもんですよね(笑) 

 最後の 5 枚はほぼ完璧な焼き加減だったと思うので、

この 5 枚のピザにありつけた方々は、大当たりでした

よ！多分。。。 

 

それにしても、毎回石窯ピザは楽しみにしていただいて

る方が多いなあ、と改めて実感しました。 

来年もまた、多くの方々に喜んでもらえるように頑張り

たいですね。 

欲を言えば、もう少し多くのメンバーに参加してもらい

たいと思いました。 

 

 京滋バイパスの事故で到着が遅れた方もおられました

が、いつもの通り多くの人たちで賑わいました。 

何より、雨に降られずに天気がもって良かったです。 

  波多野守一 

 

  

   

 

     



 

 

＜強調月間＞ 
ＥＭＣ事業主任 

「EMC-E  YES」            小野 勅紘（西宮クラブ） 
 

Ｅの前にＭ（メンバー増強）。モットーの義務で、自分が連れてきてもらったように、仲間を連れてきましょう。

ドロップの前に１人が１人を連れて来る工夫。 

ＹＥＳ献金は新規クラブ設立資金です。 

 

 

 

1．ワークショップ みんなで考えよう 日本における難民受け入れ 

多くのシリア人が国境を越えてヨーロッパに流入し、難民問題に注目が集まっています。今後、私たち日本人は

難民問題についてどうのように向き合っていけばいいのでしょうか。 

日本の難民受け入れについて一緒に考えてみませんか？ 

日  時 １２月１２日(土)           

場  所 ２０１号室 

対  象 高校生以上／ 定  員 ２０名 

参加費 無料 

 

2．クリスマス礼拝・キャロリング 

京都ＹＭＣＡでは、今年もクリスマスのプログラムを行います。一般の方もご参加できます。ご家族、お友達で

是非ご参加ください。 

日  時 １２月１８日(金)           

礼拝  午後７時～７時３０分 

キャロリング 午後８時～９時 

場  所 三条本館および三条寺町界隈・新京極周辺でキャロリング 

礼拝・奨励 浅野 献一 牧師（日本キリスト教団室町教会） 

 

3.クリスマスロビーコンサート 

日  時 １２月１４日(月)～１８日（金） 午後６時３０分～7時３０分 

場  所 京都ＹＭＣＡ 三条本館１階 

内  容 １４日（月） クラシックギター演奏 

    １５日（火） ピアノとオーボエ、ファゴットによるトリオコンサート 

    １６日（水） パイプオルガンとソプラノ 

    １７日（木） ゴスペルミュージック 

    １８日（金） ハンドベル演奏 

 

4．スキーキャンプ・ウインタープログラム参加者募集中！ 

現在冬のスキーキャンプや雪遊びの参加者を募集中です！ 

 

 

全てのプログラムお申込・お問合せは 三条本館 電話０７５－２３１－４３８８ まで 

 

YMCA NEWS 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記      

岸田靖司 

いよいよ年末ですね。 

11月はイレギュラーな例会が続きました。 

いつものホテルでの例会が懐かしく感じますね～ 

新メンバーのオリエンテーションも済み、また新しいゼロクラブになるべく残り少ない今年を頑張りましょう！ 

 

 

 

 

                            

                           伊神康喜                      

お米を炊く時、氷を 1～2個入れてから水を規定値まで注ぎ、15分ほど放置しておきます。あとは普通

に炊くだけで、いつも以上に美味しいご飯が炊けるのです。 氷で水温を低くすること 

で米の吸水が遅くなり、粘り気が出て美味しくなるのだとか。 

また、お米は冷やすことでアミノ酸が増えて旨みが出るそうです。簡単にできる方法なのでぜひお試しあれ！ 

 

お米 2合に対してオリーブオイル小さじ 1杯を入れて炊くと、ツヤツヤのご飯が炊けます。すぐにパサパサになりが

ちな古米を炊く時にとても使えるテクニックですね！ 

オリーブオイル以外にも、サラダ油でも効果があるそうです。油でベタベタしそうなイメージがありますが、全体に

対してほんの少しの量なので大丈夫ですよ♪ 

 

 11月例会出席     

   

第１例会          第２例会 

メンバー １６/２１ 名  １６/２１ 名 

メネット        ０名         ２名 

コメット        ０名        ３名 

ゲスト         ０名         ６名 

 

月間出席者      月間出席率 

２１/２１名      １００％ 

 TOF・CS・FF 

 

TOF    ０ pt 

C S        ０ pt 

F F        ０ pt 

  ニコニコ 

 

１１月        ０円 

累計    ５７,０００円 

 

 

１１月 １０１,０００円 

累計   ２４６,６５７円   

HAPPY BIRTHDAY 

12月 29日  宮越 寛 

12月 29日    岸田靖司 

12月 29日  山田維久仁 

    HAPPY ANNIVERSARY 
  

  12月 3日 石飛智憲 ＆結香 

 12月 12日  堂脇 武  ＆めぐみ  
 

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

