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クラブ主題「手をつなぎ、奉仕の輪を広げる」   
副題　̶ ー集̶ （集う）

国際会長主題         Henry Grin dheim（ノルウェー） 西日本区理事主題 　大野 勉 (神戸ポート)

 "Let UｓWalk in the Light ﾐTogether"　
「ともに、光の中を歩もう」
スローガン
"Fellowship across the Borders"
「国境なき友情」

主題
2022年に向けて「心身の健康づくりから、
　　　　　　　　　　クラブの健康づくりへ」
副題　
「今あるクラブを充実させ、将来のクラブへ宝（財産）
を伝承していこう」

アジアエリア会長主題　　Tung Ming Hsiao(台湾) 京都部部長主題 　竹園憲二（京都ZERO）

"Respect Y's Movement"
「ワイズ運動を尊重しよう」
スローガン
"Solidift the Y's Men Family for Better World"
「よりよい世界のために、ワイズメン・ファミリーの絆を強めよう」

主題　"All Hands on Deck"

今月の聖句

会　長／山根拓也
副会長／白濱広史
副会長／大橋篤司
書　記／砂地一廣
会　計／上澤正廣
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強調月間　　3月 EF・JWF　 4月 YMCAサービス・ASF

3・4月報告
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ドライバー委員長 梅谷　隆雄

例会出席

在籍者数

〈3月例会〉
メンバー
メネット・コメット
ゲスト

14名

8名
1名
0名

出席率 64.3％

〈3～4月〉
現金 6,000円

0P
0P

〈累計〉
現金
切手

27,000円
0P

〈ニコニコ〉
3～4月 0円

〈累計〉 42,300円

〈3～4月〉
クラブ内ファンド
　（たんかん）

 

 

10,000円

〈累計〉

じゃがいもファンド
クラブ内ファンド

611,384円

477,414円
133,970円

〈7～4月〉
TOF
AF
FF
ロ－ルバック
Yサユース
YES

　19,600P
　21,000P
　11,200P
11,200P
28,000P
7,000P

〈累計〉 98,000P

BFポイント スマイル ファンド CSポイント

三  役

　山根会長の元、ブリテン・ドライバー委員長としての2期目の年となりましたが、前期に引き続
き会長・三役の皆さんにおんぶにだっこ状態の運営に終始してしまいました。
執行部の皆様方のご協力に感謝いたします。

　さて、28期も終盤になりましたが、次期もブリテン担当となりましたが、何もしない委員長でし
たので不安定なきもちです。

　2年連続で、会長を勤めていただいた山根会長には感謝申し上げます。
山根会長の元で会員増強も徐々に進み更なる躍進を目指しているところですが、京都南部のワ

イズとしての役割を果たすまでには、まだまだこれからの状態であることは残念です。
次期会長の白濱次期会長の活躍並びに、私を含めた会員の皆さんの奮闘に期待し行動していかなければならないと思って
おります。

　宇治にとどまらず、京都南部にエイブルクラブありとなりたいと願います。

〈4月例会〉
メンバー
メネット・コメット
ゲスト

10名
1名
1名

出席率 85.7％

「大切なのは、植える者でも水を注ぐ者
でもなく、成長させてくださる神です。」
　　　      （コリントの信徒への手紙 3章7節）

「それは神の言葉であり、また、信じてい
るあなた方の中に現に働いているもの
です。」
　　　（テサロニケの信徒への手紙１ 2章13節）     



京都グローバルクラブ２５周年記念例会　3月3日（日）　於：リーガーロイヤルホテル

　２０１８年３月３日（日）リーガーロイヤルホテルにて２５周年記念例会が盛大に執り行われました。
　第１部式典では山本啓介第２５期会長挨拶に続き亀井剛京都YMCA理事長、大野勉西日本区理事の祝辞、IBC・
DBC締結クラブとのバナーセレモニーがあり、つづいて２０年以上在籍者への感謝状の贈呈、暦代会長の紹介が
ありました。
　次に京都YMCA加藤敏明総主事へ２５周年記念事業目録の贈呈、支援先社会福祉法人修光学園への目録贈呈
式、そのあとネパール学校建設プロジェクト「世界の子どもたちに笑顔を！！」の報告が上映されました。グローバル
クラブさんの奉仕事業に感心させられました。
　第２部は祝宴、松浦秀樹第２５期副会長の挨拶で開会，門川大作京都市長の来賓挨拶，食前の感謝、竹園憲二京
都部長の乾杯の発声で、食事歓談，久保田雅彦２５周年実行委員長の挨拶で閉会となりました。

上澤　正廣会計

京都YMCA卒業リーダー祝会　3月11日（日）　於：京都三条YMCA

　2018年3月11日に京都YMCA卒業リーダー祝会が京都三条YMCAにて開催されました。今年度は11名の
リーダーが大学を卒業して巣立って行かれました。
アウトドアクラブ 5名、キャンプ 4名、ワンパクチャレンジ 2名の11名です。皆さん新社会人として新生活を始め
られるにあたっり、子供達と過ごした貴重な経験が生かされ、社会に貢献される事と思います。
　子供達に接して居られた事が自分自身をどれだけ育ててくれたか、優しさや、思いやりの気持ちと達成感を感じ
る喜びを大切にして心の余裕ある社会人となって頂ける事と思います。そして、卒業リーダーを送らせて頂ける事
を大変嬉しく思って居ります。卒業リーダーの皆さんおめでとう御座います。

山根　拓也会長

上澤　正廣会計

京都部チャリティーボーリング大会　2月25日（日）　於：しょうざんボウル

京都洛中クラブ３０周年記念例会　2月3日（土）　於：ANAクラウンプラザホテル京都

　しょうざんボウルにて京都部チャリティーボーリング大会をホストしました。
京都部YSメンズクラブの１６クラブ、約１８９名の参加を頂きまして、各クラ
ブ代表選手4名の内ハンディを含んでスコアの良い方3名のトータルで順位
を決め、団体賞1位：京都センチュリークラブ、2位：京都洛中クラブ、3位：京都
ZEROクラブとなりました。
　個人賞につきましては、1位：サコン ヒロタカ氏、2位：マセ ヨウイチ氏、3位
サエキ リオさんとなりました。その他トビ賞も多数ありまして、名前を呼ばれ
る度に歓声が上がっていました。順位集計の間に、各クラブ対抗の一投での
トーナメントを行い、全員の注目の中で楽しく笑いの絶えないクラブ対抗戦で
した。ちなみに、対抗戦は京都洛中クラブさんでした。
　そして、最後にお楽しみ抽選会をして、ここでも拍手と歓声に包まれた楽し
いひと時でした。京都部竹園部長はじめ京都部の主査の皆様に抽選会賞品を
提供して頂きまして、誠に有り難うございました。最後に不手際も多々ありま
したが、御参加頂いた皆様のご支援により無事に事故無く開催出来ました事にお礼申し上げます。

山根　拓也会長

　ANAクラウンプラザホテル京都において、富士五湖クラブ１５周年・京都洛中クラブ３０周年記念合同例会が開
催されました。第１部では開会セレモニーの後、富士五湖クラブ、京都洛中クラブのDBC締結式が国際・交流事業
主任進藤重光Ys(東日本区)金澤市朗Ys(西日本区)立会いのもと執り行われました。つぎに加藤敏明京都YMCA
総主事、栗本治朗東日本区理事、大野勉西日本区理事からの祝辞のあと、洛中クラブさんから京都YMCAへ４月
に開設される三条YMCA保育園の「絵本」の購入支援金の贈呈式が行われました。
　次に、日本介助犬協会からの介助犬の内情に関しての講演がありました。介助犬
を育てるための苦労、必要とされている人よりも少ない介助犬、介助犬の実演など
紹介されました。
　第２部は懇親会、IBC締結の台北大橋クラブさんの紹介、京都洛中クラブ・富士五
湖クラブ事業紹介、出席クラブ紹介などがありました。
　浅森一恵、坂田慶介、砂地一廣、上澤正廣の４名の参加でした。



CATT例会　3月14日（水）　於：ウェスティン都ホテル

　3月14日ウェスティン都でCATT例会がトップスクラブの主催で行われました。
　例会のスピーカーは、ラグビーで有名な元選手の大畑大介氏でした。大畑さんは京都産業大学出身の
ラガーマンで、日本代表選手でもありました。しかし、なぜ、京都産業大学だったのかと思われる方もおら
れると思いますが、京都産業大学の練習の多さだったようです。練習の厳しいところでラグビーをするた
めとのことです。日本代表選手にもなれる選手であれば、ラグビーの超有名大学からのメッセージが数多
くあったであろうと思ったらです。素晴らしい闘争心です。
　又、このような有名方を、招請出来たトップスクラブのご努力に感謝いたします。この例会からも、山根会
長が常々の言葉を思い出しました。多人数の例会で有名なスピーカーを呼ぶことがれば、メンバーゲスト
もよびやすくなり新規の会員も集めやすく成るのではとの考え方が十分に理解で来ました。

梅谷　隆雄ドライバー委員長

The Y’cup第５回京都ミニバスケット大会　3月17・18日（土・日）　於：横大路体育館

　3月17日（土）、18日（日）の2日間。伏見・横大路体育館にて（第5回）京都ミニバスケットボール大会が
今年も開催されました。
　２０１４年３月に始まったこの大会も５回目です。大会に向けて実行委員会が数回開催され、ワイズメンズ
クラブに対して昼食の提供依頼があり６クラブより２日間にわたり、がんばる子供たちのために、おいしい
温かい食事の用意をしてもらいました。エイブルクラブは今回も山根会長のお世話でサンドイッチを１６０
食分用意しました。１８日の昼食として山根会長自ら子供たちへ渡していただきました。私は実行委員とし
て２日間とも受付を担当しました。
　今大会も男女１６チームが参加して白熱した試合を繰り広げられ、元気な子供たちの声は止むことはあ
りませんでした。子供たち、選手のお父さん、お母さんの熱の入れようはすごいものだと感じました。
この大会は、バスケットボールを伝来したYMCAの「使命」とYMCAのスローガンである「健全な青少年の
育成」の二面の責務を真っ当できるものと思います。
京都部のワイズメンクラブ、ワイズメンより多くの協賛をしていただき大会が運営できていると思います。
来年度も開催されると思いますが２日間の大会で段取りも大変ですが、「The　Y　cap」が続きますよう
願っております。大会運営にご協力していただいた皆様に感謝です。ありがとうございました。

大山　裕巳Yサ事業委員長

　桜ほころぶ3月24日、富士市文化会館2階ロゼ小ホールにて記念例会が開催されエイブルクラブより
山根会長、浅森Ys上澤Ys太田Ys山根弘丈Ysと砂地の6名が出席しました。第1部は記念例会で地元の
中学生、高校生が招待され、高田　稔様の「サッカーこそわが師」と題して講演を頂きました。高田氏は地
元出身で教育者としてまたサッカーの育成者として今日のサッカー王国といわれる静岡県を築き上げられ
る先駆者として大きな貢献をされました。高田氏は中学よりサッカーを通じ良き師との出会いのなか地道
な努力を惜しまず研鑽をつまれました。少年達に熱く「夢」をかかげて努力すれば必ず報われる事を語って
頂きました。富士クラブの青少年育成の地域奉仕にふさわしい講演会で、なぜあれほどまでに静岡のサッ
カーは歴史があり、熱くて、常に日本をリードされているか良く理解できました。第2部は記念式典で樫村
様、漆畑会長様の挨拶でクラブの30年の歴史が語られました。小長井富士市長様、森　熱海YMCA理事
長様の挨拶のあと、増田様の閉会の挨拶となりました。第3部は会場を3階に移動し全員で記念写真のあ
と鏡開きで乾杯となり懇親会が開会、美味しいお料理と富士錦の樽酒をいただきました。
鈴木実行委員長様の閉会の挨拶のあと、お宿は元メンバーの斉藤様にお世話になり、そこで富士クラブの
樫村様、漆畑会長、鈴木様、吉澤様、中澤様、高野様、小澤様に参加いただき歓迎会を催して頂きました。富
士クラブのチャーターが京都国際大会の中、1998年に都ホテルで開催された話、明日の観光案内のお話
など大いに盛り上がりました。皆様、お疲れのところ本当に有難うございました。翌日も快晴。雪をいただく
富士を見ながら、お世話頂いた富士クラブの皆様に心より感謝を申し上げ東名高速道路を一路西へ向いました。

富士ワイズメンズクラブ創立30周年記念例会　3月24日（土）　於：富士市文化会館 砂地　一廣書記



5月例会案内 6月例会案内

YMCAニュース　

3月例会案内 4月例会案内

役員会報告

ＣＳ・環境コーナー
今期もプルトップ、牛乳パック、切手
集めています。

中都クラブブラザー締結記念植樹
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4月20日　坂田 慶介Ys、敦子メネット
4月24日　山根 弘丈Ys、弘恵メネット
4月26日　梶原 正暁Ys、孝子メネット

3月15日　浅森 一恵Ys　3月２２日　砂地 一廣Ys

おめでとうございます。

おめでとうございます。

牛乳パック アルミプルトップ収集

3月
4月

3月
4月

上澤Ys砂地Ys、上澤Ys

★HAPPY ANNIVERSARY★

★HAPPY BIRTHDAY★

●４月２２日（日）夜桜フェスタにYサ事業資金より￥２０６５３円拠出・・承認
●たまねぎファンドの決算は次期に繰り越す
●３月末をもって村上徳光連絡主事退任されました。
●４月からは樫本高廣主事が担当です。　

例　   会

委員会・OP
役 員 会
三 役 会

イベント・他

例　   会

委員会・OP
役 員 会
三 役 会

イベント・他

22日（火）通常例会　
　　　　　 （パルティール京都）

11日（金） （ヌーベルバーグ）　
15日（火） （槙島コミセン）合同役員会
　1日（火） （中止）
　
20日（日） 「こもれび」YaYaフェスタ
             （宇治中学校）
20日（日） 京都部EMCゴルフ大会

23日（火）引継例会
　　　　　 （パルティール京都）
　　　　　　
26日(火)  （高雄・金水亭）
19日(火)  （槙島コミセン）合同役員会
  7日(火)  （コメダ）

9・10日（土・日）
　　　　　西日本区大会in神戸
　　　　　（ANAクラウンプラザホテル）

例　   会

委員会・OP
役 員 会
三 役 会

イベント・他

例　   会

委員会・OP
役 員 会
三 役 会

イベント・他

１4日（水）CATT例会　
　　　　　 （ウエスティン都H）

24日（土） （富士クラブ30周年）　
20日（火） （槙島コミセン）
　6日（火） （コメダ）

　3日（土） グローバルクラブ25周年例会
11日（日）京都YMCAリーダー卒会
17・18日（土・日）ミニバスケット開催
24日（土）富士クラブ30周年例会

24日（火）第29期役員研修会
　　　　　 （パルティール京都）
　　　　　　
10日(火)  （ヌーベルバーグ）
17日(火)  （槙島コミセン）
  3日(火)  （コメダ）

14日（土）YMCAディー
　　　　　（甲子園球場）
22日（日）リトセン夜桜フェスタ
　　　　　（笠取リトリートセンター）

●3月17・18日（土・日）　第5回京都ミニバスケットボール
　　　　　　　　　　　　開催
●4月2日（月）　京都ＹＭＣＡ三条本館耐震工事が終了し、
　　　　　　　　三条保育園開園
●4月10日（火）　ＹＹＹフォーラム
　　　　　　　　（京都部・ＹＭＣＡリーダーとの交流）

●4月14日（土）　「みんながつながる」ＹＭＣＡデー　午後2時～
　　　　　　　　東日本・熊本震災被害者の人達へのチャ
　　　　　　　　リティー協力として阪神甲子園球場にて
　　　　　　　　野球観戦
●4月2２日（日）　リトセン夜桜フェスタ　午後4時～

　　


