
 副会長として 

山田維久仁 

  

今期、ZEROクラブは第 5周年となるバースデーを迎えます。私は 1期目の終わるころ 

同町内のおっちゃんこと田中光一さんが自宅で独立開業した私に、「お前もこれからは友達をいっぱい

作らなあかん！ いっぱい紹介したるから来い！」といわれ。ＥＭＣアワーに誘っていただきました。

起業したてで、手元資金も少なく、入会に躊躇していると、西村寛子ワイズにスッと背中を押していた

だいたのを覚えています。 

 私も入会して早くも 4期目になります。お蔭様で多くの方と出会わせて頂き、多くのことを学ばせて

頂いております。 

 他クラブとの合同例会や京都部会などに参加させて頂くと、人の繋がりに驚かされることが良くあり

ます。ＣＳやＹサ事業では、今まで体験したことのない経験が沢山出来ます。 

 今期副会長として大役を仰せつかりました。同じく副会長の宮越ワイズにいろいろと学ばせて頂こう

と思います。波多野会長やＺＥＲＯクラブ自体を盛り立てていけるよう一年間頑張っていきたいと思い

ます。 

 先日も、5周年のクラブバースデーで花背こども村へ行かせて頂きました。ゆったりとした自然の中、

ＯＢメンバーも含めメンバー全員で楽しく過ごすことが出来ました。 

 メンバーの皆さんこれからも宜しくお願い致します！！ 
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◆今月の聖句      ヤコブの手紙第 1章 21節 

「あらゆる汚れやあふれるほどの悪を素直に捨て去り、心に植え付

けらえた御言葉を受け入れなさい。」             

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 部長公式訪問・ゲストスピ－カ－例会   ８月１３日（木曜日） 

                      

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

          

８月１３日（木）８月第１例会が京都部 

部長の公式訪問とゲストスピーカーとして

老舗‘錦 かね松’社長 上田欣司氏をお迎え

して行われました、 

 まず高田敏尚（京都ワイズメンズクラブ）

京都部部長にスピーチを、続いて “錦 かね

松老舗“ 社長 上田欣司氏のスピーチをいた

だきました。 

上田社長は今置かれている八百屋として

のこれからの運営、方向性について、またご

自身が子供のとき大病を患ったこと、お子様

の事などをスピーチしていただき興味深く

聞いていましたが、特にスウェーデンに松茸

の視察、買い付けに行かれた時の話が面白

く、スェーデンの松茸と日本の松茸のＤＮＡ

が９９パーセント一致している事や、あの香

しい松茸の香りが現地では｢履き古した軍人

の靴の匂いがする、そんなものを日本人は食

べるのか！｣？とびっくりされた事とか、ま

た活字には出来ないちょっと（かなり？）危

ない体験などの話を大変解り易く話してい

ただき瞬く間に時間が過ぎました。 

その暫く後にテレビのニュースで“錦 か

ね松”の店頭でスェーデン産の松茸が売られ

ているニュースが放送された時にスピーチ

を思い出しながら見ていました。 

 上田社長にはゲストスピーチをお願いし

て快く引き受けていただき、良いお話を本当

にありがとうございました。 

奥村 悟 



       第２例会 クラブバ－スデ－例会       ８月２９日（土曜日） 

平成 27年 8月 29日に８月第二例会の振替として、京都 ZEROクラブバースデーを花背こども村で行いました。メンバ

ーは 15 名、メネットコメットで 10 名、ゲストに阿蘇クラブから五嶋義行ワイズ、梅井敏夫ワイズ、TOBE クラブから

伊藤剛ワイズ、小幡弘ワイズ、吉田真理ワイズに来て頂きました。また OB メンバーの石田有美さん、太田真豪とゲス

トに秋久さんに来て頂きたくさんの方にお祝いしていただきました。 

11時から始まり夜の 11時まで約 12時間、飲んで、食べて、楽しい時間を過ごしました。 

お昼ご飯は岸田メネットの料理。竹園ワイズはハンバーグが美味しくて 3個食べたそうです。 

波多野会長の焼き鳥本格的で美味しくいただき、阿蘇クラブから頂いた天草大王の鶏肉は焼き鳥と鍋料理になり 

最高の味でした。井上ドライバー委員長のゲームで盛り上がり景品も頂きました。夜はキャンプファイアー、花火、 

皆さんでお風呂に添い寝で就寝。 

自然の中で、気持ちの良い風に当たりながら普段の生活を忘れられる楽しいクラブバースデーでした。 

   熊本祐滉 

             



こども病院夏祭り             ８月１６日（日曜日） 

「送り火こども祭り」 京都府立医科大学・小児医療センター   8月 16日(日) 

入院中の子ども達に、ひとときでも病気を忘れて楽しんでもらえたらと、YMCA リーダー(学生ボランティア)さん達と

共に「送り火こども祭り」のお手伝いをしました。 

 ZERO クラブは､ヨーヨー釣り、当て物、バルーンアート、タロット占い、鉄道模型を担当、興味津々な子ども達の様

子に、メンバーも力が入ります。子ども達やお母さん方の笑顔にほっとします。今年は間に合わなかったけれど、来年

は子ども達にもはっぴを用意する予定です。少し雨も降りましたが、何とか天気ももち、最後はみんなで送り火を鑑賞

しました。 

子ども達の治癒を心からお祈りいたします。  高倉英理 

 

 

ファンド事業「こぐま上野保育園夏祭り」 

恒例の「こぐま上野保育園夏祭り」が 8/22 に開催されました。今回で 5 回目のお手伝いとなります。1 班は食事の提

供、ハンバーグライス・唐揚げ・フライドポテト・焼きそばを作りました。2班はゲーム担当、スマートボール・射的・

もぐらたたき・輪投げ・ヨーヨー釣り・アームレスリングと盛りだくさんです。今回はゲストを含め 17 名もの参加で

したが、大忙しでした。 1 班では、油の温度が上がるのを待ちきれずポテトを投入という暴挙にでて、「べちゃべち

ゃポテト」とかもありましたが、お天気にも恵まれ、大勢の園児や保護者の方に参加いただき、楽しんで頂けたかと思

っております。 

PS. 園内放送で呼び出すのはやめて! 俺は迷子か!!     井上晴雄 

 

 

 

  

 

 

 

 

こぐま上野保育園夏祭り                   ８月２２日（土曜日） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．スマートなおとなのための車いす介助講習会  

車いすの方が街で困っている場面に出会ったとき、声をかけ、的確なサポートをすることができたら素敵ですよね。この

講習会では、基本的な車いすの構造や介助方法、車いすの方への対応の仕方などを参加者全員に実際に体験をしていただ

き、介助の基本を学びます。ぜひご参加ください。 

日  時： ９月２８日（月）午後１時～３時 

 場  所： 京都ＹＭＣＡ 三条本館地階マナホール 

 定  員： ３０名程度 

 参 加 費： ３００円 ※当日、受付にてお支払いください。 

 申し込み： 京都ＹＭＣＡ 

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

     （Ｅ-ｍａｉｌ）kyoto@ymcajapan.org 

     ※お電話・メール・ＦＡＸにて「氏名」「ご所属」「ご連絡先電話番号」をお伝えください。 

２．京都ＹＭＣＡ創立 125周年記念募金９月末まで 

昨年６月より募集を開始しました京都ＹＭＣＡ創立１２５周年記念募金の締め切りが９月末までとなっています。皆様か

らご協力いただいた募金が８月２０日現在で１４７３万円となっています。 

既に多くのワイズメンに個人や会社の名義等でご協力いただいていますが、まだという方は目標に少しでも近づくように

ご協力お願いします。下記口座へのお振込みでも、受け付けに直接お持ちいただいても結構です。なお、京都ＹＭＣＡへ

の寄付は、寄付金控除の対象となります。 

 振込先：（京都銀行 本店）普通口座 721365 京都ＹＭＣＡ（キョウトワイエムシーエー） 

     （ゆうちょ銀行）郵便振替 01030-6-733 京都ＹＭＣＡ ザイ）キョウトワイエムシーエー 

３．第５回ＡＩＤＳ文化フォーラムｉｎ京都 プレイベント ワトト・コンサートツアー２０１５ 

エイズや内戦で親を失ったウガンダの子どもたちによるアフリカン・ゴスペルコンサートです。愛と希望に満ち溢れた歌

とダンスを皆さんにお贈りします。ぜひお越しください。 

 日  時： ９月２９日（火）午後６時３０分～８時（午後６時 開場） 

 場  所： 京都府立府民ホール アルティ 

 参 加 費： 無料（要申し込み） 

 定  員： ４００名（先着順） 

 申し込み・お問合せ： （ＡＩＤＳ文化フォーラムｉｎ京都 ホームページ）http://hiv-kyoto.com 

YMCA NEWS 

 

http://hiv-kyoto.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 
            ブリテン・広報委員長  岸田 靖司 

 

８月は府立医大の送り火やこぐま保育園の夏祭り、花背でのクラブバースデーなど普段と雰囲気の違う

活動、例会で波多野会長率いる第６期も盛り上がってきましたね！ 

猛暑も去りましたので更に気合いを入れて全員で良いクラブ作りに力を合わせていきたいですね^ ^ 

ブリテン委員長   岸田 靖司 

 

  

                          堂脇 武 

 

      キッチンの排水溝を掃除もしないでそのままにしておくと、ぬめりや臭い匂いの

原因になります。 

でも安心！使い終わったアルミホイルを丸めて置くだけで解消されます。理由は、

アルミホイルと水の化学反応によって発生した金属イオンが細菌の増殖を防いで

くれるそうです。 

HAPPY BIRTHDAY 

９月１１日  澤井美智子 

 ８月例会出席     

 

第１例会          第２例会 

メンバー   13/23 名       15/23 名 

メネット        ０名          3名 

コメット        ０名         8名 

ゲスト         １名         13名 

 

月間出席者      月間出席率 

20/21名        95.2％ 

 TOF・CS・FF 

 

TOF    ０ pt 

C S        ０ pt 

F F        ０ pt 

  ニコニコ 

 

８月        15.000円 

累計       34.000円 

 

 

８月    ９７.６５７円 

累計    ９７.６５７円   

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

