
 

 

                

副会長として       西村 寛子 

 

クラブ設立 10 周年の今期、副会長の大任をお受けして思うところは、これまでの 10 年を振

り返り、これからの 10 年につながるクラブの基礎をしっかりしていくお手伝いをしなければ

ということです。チャーター以来、ワイズの右も左もわからず手探りでスタートし経験を積み

ながら ZERO らしさを求めて突き進んできた 10 年を振り返り、反省するべきところは反省し、

「らしさ」を生かして前に進むべきは進むという姿勢の確認です。チャーターメンバーの ZERO

に求める思いを新人に伝えつつ、新人からも多くを学びながら ZERO のモットーにあるように

常に清新な気持ちを持ちつつこれからに向かっていかなければと思います。  

ワイズメンズクラブであることをいろいろな意味で再確認し、その人的社会的つながりを大

切にしつつ、 ZERO らしくなすべきことをなしていく姿勢が大切かと思います。  

ZERO らしさとは、 ZERO のメンバーが十分に話し合いをし納得したうえですべてのクラブ事

業に無理なく楽しく取り組むことだと思っています。そうした活動を通してメンバーが喜びや

楽しさを実感してくれることでおのずと新しいメンバーが増えることになると思います。  

１０年の歴史の中で、残念ながらドロップアウトなさったメンバーがある事の原因を反省材

料として捉え、同じ要因を作ることのないようにチャーターメンバーは努力をし、新しいメン

バーのフォローを皆でしていく土壌づくりを心掛けていかなければと思います。  

すべてのメンバーが同じラインに立って、忌憚ない意見交換をしつつ、次の 10 年を目指し

ていけるクラブづくりの一端を担えればと思うこの頃です。  
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◆今月の聖句   旧約聖書 伝道の書 4 章 9～10 節 
 

ひとりよりもふたりが良い。共に労苦すれば、その報いは良い。 倒

れれば、ひとりがその友を助け起こす。倒れても起こしてくれる友

のない人は不幸だ。  

主 

題 

クラブ会長 《 坂口 バネッサ(京都 ZERO)》 : スマイル！ ～元気あふれるクラブ～  

国 際 会 長 《Jennifer Jones(オーストラリア) 》 : 

Building today for a better tomorrow 

「より良い明日のために今日を築く」 

スローガン“On The Move ‼”「さあ動こう」 

アジアエリア会長 《田中 博之(東京多摩みなみ)》 : 
Action!「アクション」  

スローガン“With Pride and Pleasura「誇りと喜びをもって」 

西 日 本 区 理 事 《戸所 岩雄(彦根シャトー)》      : 

主題 「風となれ、ひかりとなれ」 

“Be the Wind Be the  Light” 

副題 「心豊かにあるために、輝くために」 

“Spirit and Purpose in our Lives” 

京 都 部 部 長 《島田 博司(京都ウエスト)》 : 限界を超えろ！ ～Ｙ's Ｐower？ Ｎo Ⅼimit！～    

 
 



 

第１例会「部長公式訪問」               ８月８日(木曜日) 

 

今期ドライバー事業委員の宮口です。  

以前にファンドオークションの司会をさせていただいた

ことはありますが例会の司会は初体験です。  

今回は部長公式訪問もあり他クラブからの皆様も来られ

るという事もあり私にとっては大変肩の荷の重い初の例

会司会になりました。  

佐藤  善紀さん（加藤  学ワイズ紹介）の入会式では、

ちょうど 2 年前の自分の時の事を思い出しました。私の

ときは竹園部長でした。そして京都部部長（京都ウエス

ト）島田  博司さんの「限界を超えろ」のスピーチは大変

力強いもので感動しつつも私の足は痺れかけておりまし

た（笑）。そして山下  大輔ワイズ（京都トップス）のス

マートなスピーチが終わり私は「やってしまいました」岩本  敬子ワイズの紹介を岩本  敬子メネ

ットと紹介してしまいました。岩本ワイズから「メネットではありません」と指摘されるまで全く

気づきませんでした。失敗に気づき一気に額から汗が吹き出ました。失礼なことをしてしまいまし

た。しかしこれも経験ということでポジティブにとらえようと思います。その後、食事タイム、イ

ンフォメーションで少し落ち着きを取り戻し会場を見渡す余裕ができました。  

会長主題は“スマイル！～元気あふれるクラブ～”です。私の司会席からは皆さんの素敵な笑顔

をたくさん見ることができま

した。皆さんの笑顔のパワー

をもらい無事に例会は終了し

ました。  私自身、本当に良

い経験をさせていただいた事

に感謝しております。  

最後に佐藤さん歓迎会に参加

できずごめんなさいね。  

堂脇委員長、サポートありが

とうございました。  
 

宮口  彰治  
 

ＣＳ事業 「日向大神宮ワーク」        ８月 ４日(日曜日) 
 

8 月 4 日  日向大神宮ワークに行ってまいりました。  

天候は超晴れ！！気温は立っているだけで汗が溢れるほどの超猛

暑でした。  

今回のワーク内容は日向大神宮内の東屋の改修作業です。  

東屋と言えば、日向大神宮内でも外宮、内宮をお参りした後に、  

坂道を登り切った場所にあるパワースポット「天の岩戸」の入り口

近くにある休憩所のようなところです。  

東屋は、だいぶ老朽化がすすんでいたため、まわりの板を張り替え

て、「キシラデコール」という木材保護塗料をみんなで塗りました。

ただ、慣れないもので…この塗料が服についたり、手についたりで、

大慌てでした。  

ちなみに、この塗料は手についたら、なかなか落ちずに、真っ黒になります。  

そんなこんなで、午前中から昼過ぎまでかかり、板張りと塗料塗りを終

え、最後に玉砂利を敷いて完了！！とても暑くて、汗もたくさんかきま

したが、作業を終えた達成感と、日向大神宮というパワースポットの中

で半日体を動かしたことで、とても清々しい気分になれました。  

伊勢神宮の式年遷宮より、この地を訪れる方が年々増えている様ですの

で、参拝に来られた方々が少しでも気持ちよく利用いただければなによ

りです。次回も参加しまーす。      
                                                                                                           

石倉  直人  
 



 

ＣＳ事業 「府立医大こども病院送り火鑑賞会」   ８月１６日(金曜日) 
 

今年も 8/16(金 )に例年と同様に開催されましたこのイベントは、 ZERO クラ

ブでは CS 事業として活動させていただいています。ボランティア活動として

は会歴の浅いメンバーにとって非常にわかり易く、ボランティアを実感できる

活動であり是非とも参加いただきたいと常々思っております。                 

当日はメンバー 12 名・メネット 1 名・ゲスト

4 名・リーダー 6 名・北川 Y サ主査・中村主事

と YYY が勢ぞろいで 25 名。 TV の生中継も入り

著名な芸能人のリポーターも登場。ちょっぴり

ワイズの広報もできたかなとは思いますが、何

よりもこども達とそのご家族の笑顔がみられ

た事を嬉しく感じられた、夏の終わりを告げる

夜のひと時でした。  
 

宮越  寛  
 

 

 

 

 

 

  

  

 

ファンド事業 「こぐま上野保育園夏祭り」   ８月２４日(土曜日) 

 

ZERO クラブのご協力のお陰で夏祭りを無事に終えることができ

ました。たくさんのメンバーにお手伝い参加いただきありがとう

ございました。今年は来客の人数が多く、休憩を取る時間も無い

ほど忙しかったです。ファンド委員長の加藤学ワイズは初めての

参加で、子ども達に笑顔で楽しく接してもらい、担当されていた

スマートボールでは 150 人、射的では 198 人を回してもらいまし

た。久しぶりに参加してもらった石飛ワイズはぐるぐるソーセー

ジを担当、売上げが悪いと感じるとすぐに値段の変更をされ、営

業トークで 100 本、全て売り切ることができました。  

担当三役の山田ワイズは朝一番に保育園に着かれ準備を手伝っ

ていただきました。お祭り中は全体を見渡しながら忙しいコーナーの補佐に素早く入り、子ども達

を盛り上げ、楽しませスムーズに回されていました。その他、前日から仕込が必要な唐揚げや新し

い企画の N ゲージを提案していただき夏祭りを盛り上げていただきました。皆様の動きを見ていて

勉強させていただきました。  

こぐま上野保育園

の夏祭りは ZERO ク

ラブの協力がない

となりたたない行

事となっておりま

す。  どうぞ今後と

もご協力よろしく

お願いいたします。      
  

熊本  祐滉  
 

 



 

 

 

 

ZERO クラブに戻って 

石飛 智憲 
 

2017 年 6 月。6 年間在籍した京都 ZERO ワイズメンズクラブを退会し

た。理由は東京に住まいを移し、東京で仕事をする為だった。京都に

生まれて京都で育った私にとって東京行きは人生最大のイベントで

あったし、それは好奇心旺盛な私にとって期待と興奮しかなかった。

当時 ZERO クラブは翌年の京都部会のホストクラブになることが決ま

っていたし、竹園ワイズの京都部部長就任が確定していたので、否が

応でもクラブ内の士気は上がっていた。そのタイミングでクラブを脱けることに若干の抵抗も

あったが、先ほども述べた通り期待と興奮がまさっていた。東京へ向かう日が近づくにつれて

家族と離れる事、京都を離れる事、 ZERO クラブを脱ける事に何の後悔も無くなっていった。

いよいよ最後の引き継ぎ例会。いろんな思い出が頭を駆け巡ったが悲しくはなかった。だがお

別れの挨拶で壇上にあがって、みんなの顔を見た瞬間に涙が溢れた。そして私は ZERO に帰っ

てきた。ごく自然に当たり前のように帰ってきた。そうして迎えてくれたメンバーに言葉では

伝えていないが、心より感謝している。もう自分からこのクラブを離れる事はないだろう。  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

宇佐美  賢一  
 

京都は日本で一番白い杖を使った方が多く歩いている街だという方がいらっしゃいます。

理由は何でしょうか？一つには京都が碁盤の目のようになっているから視覚障害の方も道

が覚えやすいということもあるそうです。また、京都は早くから視覚障害の方の教育が取り

組まれた地であるからとも言われています。さて、京都 YMCA ボランティアビューロー委員

会では、 10 月 27 日（日）に中京中学校で開催される「中京区民ふれあい祭り」で視覚障害

者介助の体験ブースを出展します。是非一度体験してみてください。    

 
 

 

 

        佐藤  善紀  
 

初めまして。この度，京都 ZERO ワイズメンズクラブに入会いたしました，佐藤

善紀と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。  

職種は弁護士でして，これまで，会社関係，離婚，労働，交通事故等の事件に携

わって来ました。  

 出身は埼玉県です。高校から大学院までは東京でしたが，司法試験合格後の司法修習とい

う研修のときに神戸に住み，初めて関西で暮らすことになりました。縁あって京都で弁護士

をしております。  

 趣味は，サッカー，ランニング，読書です。下手くそなゴルフもたまにします。サッカー

は小学生の頃からしており，今も社会人や弁護士会のチームでプレーしています。  

 私はこれまでローターアクトクラブというところで活動をしたことがあり，親御さんの都

合で子どもを預かっている施設への支援や子どもの自立支援をサポートしている NPO 法人の

方々と活動するなどしてきました。  

 ワイズメンズクラブに入会させていただき，どのような活動できるのか，とても楽しみに

しています。至らない点が多々あるかと存じますが，何卒よろしくお願い申し上げます。  

 

 新入会員紹介 

 



 

強 調 月 間 

Menettes 
 

愛（他者への思いやり）を行動へ！そして、ワイズダムへ心地よい風を送りましょう！ 
 

大野 勉 メネット事業主任 (神戸ポートクラブ) 

 

 

 

 

1. サバエ 秋祭り 

 京都 YMCA サバエ教育キャンプ場を会場に秋祭りを開催します。おいしいお食事屋台や楽しいゲーム・イベント

がいっぱい、どなたでも楽しんでいただけるお祭りです。ぜひご参加ください。 

日  程： 2019年 9月 15日（日） 

場  所： 京都 YMCAサバエ教育キャンプ場 

入 場 料： 入場無料 ※会場で飲食できる 100円×10枚つづりのチケットをご購入ください。 

お問合せ： サバエ教育キャンプ場 事務局（TEL：075-255-4709） 

2. 第 2回京都 YMCAチャリティーゴルフ「未来を担う子どもたちを支援しよう」 

 集められた支援金は、京都 YMCAが行う公益活動のために使われます。京都

YMCAに集う様々な会員の皆様、つながりのある皆様が一堂に会し交流を持つ

機会にもなります。ぜひ、ご友人やお知り合いの方もお誘いいただきご参加く

ださい。協賛金、協賛品も募集しています。 

日  程： 2019年 10月 30日（水） 

場  所： センチュリー・シガ・ゴルフクラブ 

      （所在地）〒520-3302 滋賀県甲賀市甲南町池田上梅田 2118 

会  費： 15,000円（プレー費・昼食代・パーティー代・チャリティー代含む） 

定  員： 80名（4名×20組） ※定員になり次第締切ります。 

お申込み： 京都 YMCAチャリティーゴルフ事務局（メール：kyoto@ymcajapan.org／Fax：075-251-0790）まで、

郵送、メールまたは FAXにてお申し込みください。 

      締切：2019年 9月 17日（火） 

お支払い： 代表者名で 2019年 10 月 10日（木）までにお振込みくださるようお願いいたします。 

郵便振替 口座番号 01030-6-733  

公益財団法人京都 YMCA （フリガナ）ザイ）キョウトワイエムシーエー 

お問合せ： チャリティーゴルフ事務局（TEL：075-231-4388）担当 藤尾 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7 月例会出席     

   第 1 例会 第 2 例会 

メンバー 

メネット 

コメット 

ゲスト 

23名 

0名 

0名 

5名 

19 名 

1 名 

0名 

3 名 

月間出席者         月間出席率 

26/28 名                92.86％ 

   TOF・CS・FF 
 

TOF       0 pt 

C S           0 pt 

F F           0 pt 

  ニコニコ 

8 月 20,000 円 

累計 41,000 円 

  ファンド 

8 月 79,593 円 

累計 111,446 円 

 

HAPPY BIRTHDAY 

9 月 11日 澤井 美智子   

14日 田端 眞人 

24日 赤間 亮介 

28日 加藤 俊明 

HAPPY ANNIVERSARY 
 

9月 26日 五十嵐 新太&麻美 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 月事業予定 

1 日(日曜日）第 1例会「京都部部会」(済み) 

       （ホテルオークラ京都） 
 

2 日(月曜日) 役員会(ＹＭＣＡ三条本館)(済み) 
 

15 日(日曜日)サバエ秋祭り(サバエキャンプ場) 
 

26 日(木曜日) 第 2例会「10周年アワー例会」 

            (ホテル日航プリンセス京都） 
 

28 日(土曜日) 六甲部瀬戸山陰部合同部会 

        

 

 

10 月事業予定 

3 日(木曜日) 交流事業「長浜ワイズメンズクラブプラスワン例会」 
 

5 日(土曜日）中西部部会 

       （茨木スカイレストラン） 
 

5 日(土曜日) エイズ文化フォーラム 

6 日(日曜日) (同志社大学内) 
 

10 日(木曜日) 第 1例会(ホテル日航プリンセス京都） 
 

13 日(日曜日)  ＣＳ事業「日向大神宮清掃ワーク」 

        (日向大神宮境内) 
 

26 日(土曜日)  西中国部部会 

        (グランドプリンス広島) 
 

27 日(日曜日)  ワイズデー「ギネスチャレンジ＆親睦会」 

             (三条商店会） 

 

 

編 集 後 記 

奥村  悟  
 

９月に入っても厳しい残暑、相次ぐ台風と自然の厳しさを実感してい

ます。皆さん体調管理を万全に！  

 


