
会長主題(年頭（期頭）所感) 
第６期会長 波多野守一 

 「次々期会長、よろしくお願いします！」 

仕事を終えて、帰宅途中の車の中で電話を受けてから、早いもので 1年超が経ち、ついに

第 6期もスタートしました。 

当初は正直なところ、自分にこんな大役が務まるのだろうかと不安でいっぱいでしたが、選んでいただい

た皆様のお言葉を受け、これも自分の成長の為と言い聞かせ、お引き受けしました。 

 そもそも会長職というものは、一体どのような事をするのかもよく分かっておらず、ただただ大変な 

役割なのだろうと思っていました。 

 そんな中、自分の気持ちの大きな転機となったのは、次期会長研修会への参加だったと思います。 

この研修会で、他クラブの次期会長の方々とお話をすると、皆さんも自分と同じような事を思っている方

がたくさんいらっしゃったからです。この不安や悩みはみんな同じなんだと気持ちが楽になりました。 

その後は、周りの方々に助言を頂きながら、まずは自分ができること（やるべきこと）をしっかりやって

いこうという意識でここまで過ごしてきました。 

 そして、6月引継ぎ例会も終わり、7月になりついに第 6期がスタートしました。会長主題として 

『My bestから The bestへ』と掲げましたが、これは自分自身によく言い聞かせていることであります。

完璧を追い求めるのではなく、自分のベストを尽くすということです。 

チャーターから 5年の中で、クラブの活動全般を振り返ってみると、期初は皆の意識も高く、今期 1年 

頑張ろう！とモチベーションも高く、色々な目標を掲げていました。しかし、なかなか思う通りには物事

が進まず、そのことが高かったモチベーションも徐々に冷めさせてしまい、これが期末に近づくにつれ 

顕著に現れてきてるような気がします。（例会への出席率や事業の参加率の低下など）今期は、このよう

なことにならないように、息の長い１年にしたいと思います。最初から飛ばしすぎず、決して無理をせず

自分のベストを尽くしていって欲しいと思います。 

また、主題とは別にもう１点、メンバーには意識していただきたいことがあります。 

それは、『当たり前の事を当たり前に』やっていただきたいと思っています。例えば行事案内への早い出欠

返信、委員会報告書等各種書類の提出期限の厳守、会計清算書（前払い清算書）での決済の徹底等々、ク

ラブ運営をスムーズにしていく上でもメンバー皆の協力が大切ですので、よろしくお願いします。 

最後になりましたが、再三お話していますが、今期掲げたの 3 つの目標については是非とも達成したいと

思いますので、ご協力をよろしくお願いします。 

①  自然環境例会・イベント特別賞獲得 → ② メンバー増強 → ③ ＩＢＣ・ＤＢＣ締結 
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◆今月の聖句       イザヤ書第 57 章 19 節 

「平和、平和、遠くにいる者にも近くにいる者にも。私は彼を 

いやす、と主は言われる。」             

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（ホタル例会）             ６月１１日（木曜日） 

恥ずかしながら人生でホタルを見た事の無かった私。 

ウキウキしながら当日を迎え、天気も心配でしたがいざ食事がスタートすると晴男の称号を持っている私

のパワーで雨もやんでくれました！ 

 初めて参加したホタル例会なので、いつもとは違う雰囲気に気分も上昇！食事も最高！！ 

食事も後半に差し掛かる中でメインイベントのホタル観賞が始まり、真っ暗の中、最初は本当に出てくる

のかと心配でしたが１匹また１匹とホタルが現れ、人生初のホタルは参加メンバー全員を喜ばしてくれる

ものになったと思います。 

人が作り出した光ではなく、ホタルの光は本当に神秘的でした。 

その後聞かせて頂いた MAKOTOさんのゲストスピーチ。 

「無償の愛」「見返りを求めない愛」そんな内容はホタルを見た後の気分にはとっても似合う心温まる内容

でした。 

 日頃愛情を注ぐ時に見返りは求めてないか？色々な人生経験をされてきた MAKOTOさんの言葉は私の胸に

突き刺さりました！！ 

でも私の幸運はそこで終わりません！なんと６月が誕生日の私に JAZZ シンガーでもある MAKOTO さんが生

歌でハッピーバースデーを歌って頂き、素晴らしいパワーを頂きました。 

４月に入会させて頂き本当に色々な経験をさせて頂き感謝でいっぱいです。 

本当にありがとうございました。 

坂口祐司 

第２例会 （引継例会）                          ６月２１日（日曜日） 

私、ドライバー委員長でして、この例会でめでたく今期の仕事が終わる記念すべき日でした。 

河村会長はほんまに親身になってクラブの為に頑張ってくれてました。 

なんとか恩返しがしたいとドライバー委員一丸となって考えてました。 

ちなみに会長へのプレゼントは全員からの一言メッセージビデオと河村会長そっくりの河村ステッカーに

しました。 

かなりクオリティには自信あります -_-b どちらも喜んでくれてたと思い込んでます（笑） 

音楽担当は伊神くんと佐古田さん。お花担当は堂脇さんと波多野さん。ステッカーも波多野さん。 

司会は嫁のまり子。 

高倉さんも計画から参加してくれて、皆様のご協力のもと無事にいい感じに終了することができました。 

しかも、Ｙ吉賞に嫁を選んでいただき夫婦で感動しておりました。ありがとうございます！ 

不安だらけだったドライバー委員長でしたが、至らぬところばかりでしたが、なんとか全うできて感無量

です。 

河村会長、一年間ありがとうございました！ 皆様、一年間ご協力ありがとうございました！ 

６期もより一層頑張っていきましょー！ 

  岸田 靖司 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

チャリティサマーライブ             ６月６日（土曜日） 

チャリティ・サマーライブを企画、実施して 

高倉Ｙサ委員長から、ＹＭＣＡ１２５周年の記念募金集めに何か良いアイディアはないかと問われて、

真っ先に思いついたのが５年前にもやった、ジジババ好みのオールディーズライブだった。前回はワイル

ドワンズの鳥塚さんとヴィレッジシンガーズの小松さん、バックはコンピュータ打ち込みという苦肉のコ

ラボで実施したが、今回は鳥塚＋植田というワンズ最強コンビに、大阪の昭和ロックスによる６名の生バ

ックバンドで、サウンドに厚みを増すことにした。 

本来ならワイルドワンズ４人そろい踏み、と行きたかったがあいにくリーダーの加瀬さんは病気療養中 

（その後ライブ直前になって亡くなられた。合掌）で、ベースの島さんに入ってもらってもギャラが 

アップする割にはインパクトに欠けるなあ（失礼）・・・・と思案した挙句に今回のバンド構成となった 

次第。 

募金額は目標５０万円で設定したが、そうすると２００人以上の動員を達成するか、チケット１枚を１

万円という高額に設定するかのいずれかの選択に迫られることになった。京都中のライブハウスを当たっ

てみたが、２００名収容レベルは皆無で、ほとんどが１００名未満でいっぱい いっぱい。ようやく何とか

１３０名収容可能というライブハウスが見つかった。チケット１万円にはクラブ内でも賛否両論に分かれ

たが、個人的にはこの手のライブに、ジジババからなら軽く１万円は頂けるだろうという目算があったた

め、このままの金額で押し切らせてもらうことにした。 

動員計画としては、まずＺＥＲＯクラブ内で出来るだけ多くの知人友人関係のお誘いをお願いし、次に親

しい他クラブ訪問を繰り返してアピール、さらに同級生勧誘作戦を実施（折しも中学高校時代の同窓会が

良いタイミングで開催された）、あとはひたすら携帯の電話帳を頼りに片っ端から電話作戦。幸運にも誘っ

た人がさらにその友人知人を誘ってくれ、まるでねずみ講の如しで参加者が増えていった。その後、結構

な数のキャンセルもあったが、キャンセル分がまたまたあっという間に売却出来て、当日までには完売御

礼となった。感謝！ 

ライブ自体は、参加者からの「実に楽しかった！」というお声を沢山頂戴し、特に大きなクレームもな

かったことから、まずまずの成功とみて宜しいでしょうか？ 

但し、目標の５０万円確保には大きく届かず、３０万円代に留まったことは残念であった。 

最後に、終日裏方作業に携わってくれたスタッフメンバーに厚く御礼申し上げます。 

佐古田正美 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   第 18回西日本区大会                        ６月１３～１４日（土～日曜日） 

2015年 6月 13日 14日の二日間、ハイアットリージェンシー大阪において第 18回西日本区大会が開催さ

れた。それに先駆け 12日には前夜祭、13日午前中には第 18回メネットアワーが開催された。ホストクラ

ブの大いなるご尽力で、750人を超えるワイズメン・メネットの参加による立派な大会となった。 

前夜祭はドレスコードがアロハ・ムームー、おもてなしはホストクラブをはじめとする阪和部メンバー

によるハワイアンの演奏とフラダンス、バーベキューバイキングという手作り感満載の和やかな会であっ

た。参加者も加わってのフラや合唱で大いに盛り上がった。 

メネットアワーには 100 人を超えるワイズメン・メネットの参加があり、今期メネット国内プロジェク

トの支援対象である「希少難病」について、東海大学佐藤健人准教授による講演会が行われた。「希少難病」

に苦しむ患者さんたちの声や、ips細胞の発明によって格段に研究の進歩が期待できつつある「希少難病研

究」の現状等についてお話しいただいた。参加者も、佐藤氏の暖かく患者さんたちに寄り添う姿勢と真摯

な研究への思い入れに心打たれ、何らかの継続支援が出来ればとの声も上がっていた。今期メネット事業

主任として皆様のお力添えで、その責務を果たすことが出来たことを心から感謝している。 

メインの西日本区大会はバナーセレモニーに始まり、各部部長報告・主任報告等順調にプログラムが進

められ、各活動表彰も無事終了、次期への引き継ぎ式もつつがなく執り行われ閉幕となった。落語による

おもてなしや懇親会を通じて、多くのワイズメン・メネットとの交流が図れ、意義ある楽しい二日間とな

った。参加する事・交流する事がワイズ活動の原動力にもなると思うので、是非次回も多くのメンバーで

参加しましょう！  

2014－2015年ワイズメンズクラブ国際協会西日本区 

メネット事業主任 西村寛子 



 

 

 

１．幼児オープンプログラム 

幼児のためのアウトドアクラブを１日体験できるプログラムです。小さな子供でも安心して遊べる小川に出

かけ、ひんやり冷たい川につかって、水遊びをします。アウトドアクラブに所属している方も、お友達やご

きょうだいを誘って、ぜひご参加ください。 

 日  時： ７月１２日（日）午前９時集合、午後４時解散 

 活動場所： 京都ＹＭＣＡリトリートセンター 

 集合・解散場所： 京都駅八条口東改札口（祭時計前） 

 対  象： 幼児年少～年長（平成２１年４月２日生～平成２４年４月１日生） 

 定  員： ３０名（申込先着順、最少催行人数６名） 

 参 加 費： ４，２００円 

     （お友達やごきょうだいとご一緒にお申込みの場合、お一人３，９００円） 

 お申込み： お電話にてお申込みください。（ＴＥＬ）０７５－２３１－４３８８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．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 

 

 

３．リフレッシュファミリーキャンプ 

東日本大震災復興支援のプログラムとして福島県在住のお子さんのおられる 

ご家族を対象に「第２回リフレッシュファミリーキャンプ」を実施します。 

 日  時： ７月２１日（火）～２４日（金） 

 宿泊場所： 京都ＹＭＣＡリトリートセンター 

 活動内容： 京都市・宇治市の観光、リトリートセンター内の散策 
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編集後記          

さあ、いよいよ第６期が始まりました！ 

波多野新会長の元、皆様頑張っていきましょって言っても今月号の内容は５期ですが（笑） 

これから一年ブリテン頑張ります！ 

                          岸田 靖司 

 
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 

  

 

 

石飛智憲    

           これから夏本番、寝苦しい夜が続きます。でもエアコンつけ 

っぱなしするには..(専門家⁉ によるとつけっぱなしのほう 

が体には良いとの事)と躊躇する方へ。 

就寝する数時間にエアコンで部屋を冷やしておくと気持ち良く寝つけます。 

ポイントはクローゼット(押入れ)の扉を開けておくこと。昼間の気温でクローゼット内は 

がこもっている為。 

    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   12/23 名        20/23 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 

２１/２３名      ８３％ 

 TOF・CS・FF 

 

TOF    ０ pt 

C S        ０ pt 

F F        ０ pt 

  ニコニコ 

 

6月     23,000円 

累計  143,000円 

 

 

6月     60,062円 

累計    296,063円   

ファンド 

 知 恵 袋 

mailto:問合せ先shoki@zeroclub.org

