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京都エイブル
ワイズメンズクラブ
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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　　　5月　LT　　・　　6月　計画

5・6月報告
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Yサ・ユース事業委員長 太田　伍博

例会出席

在籍者数

〈5月例会〉
メンバー
メネット・コメット
ゲスト

14名

12名
1名
0名

出席率 85.7％

〈5～6月〉
現金 0円

0P
0P

〈累計〉
現金
切手

27,000円
0P

〈ニコニコ〉
5～6月 17,000円

〈累計〉 59,300円

〈5～6月〉
クラブ内ファンド

 

 

0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

〈7～6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

　京都エイブルワイズメンズクラブのチャーターメンバーとして(故辻Ｙｓスポンサー)入

会し２９年間もの月日が過ぎました。入会当時は４０歳、エネルギッシュなときでした。今

は古希寸前、体力、気力の衰えを感じております。

　エイブルクラブも５０名近いメンバー数で活動していた時期もありました。当時は醍

醐プラザホテルの中にクラブ事務所をお借りし、委員会、役員会とクラブ事業に関して

の議論を夜遅くまで語り合ったのも思い出です。第２０期で東稜クラブをチャーターし

て以来メンバー数が減少。醍醐ホテルが閉館されエイブルクラブの例会場も転々とし

ている期間もありました。現在は京都パルテールを通常例会場としておりますが、例会

は月に一度、委員会は懇親の場として開催、役員会は填島コミセン、三役会は喫茶店と様変わりしました。

現在メンバー数は１4名、平均年齢は６４歳(京都部でＮＯ１)と高齢の中、気力・体力衰えてきた中、阪田君、山根君

の若手メンバーが入会されました。これからはクラブの活動の中心メンバーとしてがんばって頂きたいです。

私も出来ることはお手伝いさせて頂きたいと思っております。

「 思　い 」

〈6月例会〉
メンバー
メネット・コメット
ゲスト

13名
5名
9名

出席率 92.79％

「あなたがたの現在のゆとりが
　　　　　　彼らの欠乏を補う、、」
　　　   （コリントの信徒への手紙2 8章14節）

「ある人たちの習慣に倣って
　　集会を怠ったりせず、
　　　　むしろ励ましあいましょう。」
　　　　　（ヘブライ人への手紙１ 10章25節）



京都YMCA卒業リーダー祝会　3月11日（日）　於：京都三条YMCA

大山　裕巳Y・サ委員長

4月 役員研修会例会　4月24日（火）　於：パルティール京都

夜桜フェスタ　4月22日（日）　於：京都YMCA笠取リトリートセンター

「ゆっくりと～　楽しみながら」
　1月の半期総会以来のホームでの例会は、次期白濱会長による役員研修例会です。
山根弘丈Ys紹介のメンバーゲスト関谷厚志君と村上主事の後任で4月から新任の樫本高廣主事、山根
メネットさまを迎えての例会となりました。関谷君の入会については5月もゲスト出席をいただき、オリエ
ンテーションのあと引継例会で入会式となる予定です。さらに平均年齢が下がり若いクラブになれそう
で嬉しいかぎりです。
　研修会で次期白濱会長のお話では次期は他クラブの周年行事も少なく、また、エイブルクラブの活動
も見直しを行う予定でクラブ主題は「ゆっくりと確実に」副題は「楽しみながら」とされました。
　若い新メンバーを迎えつつも、中心メンバーは70歳の古希を迎える事となります。次期白濱会長の主
題も副題もまさにメンバーの思いがかさなる標語となりました。次期は30周年の準備の年となります
が、エイブルの英知を集めた30周年が迎えられればと思います。

砂地　一廣書記

　４月２２日（日曜日）弟１９回YMCAリトセン夜桜フェスタが開催されました。今年は４月に入り暖かい日
が続いたため桜は満開を過ぎていました。
エイブルクラブは毎回おなじみの焼き鳥です。今回も大田Ysのお世話で美味しい鶏肉を１２Kg準備し
て前日よりリトセンの厨房をお借りして、上澤Ys,大田Ys私の３名でお肉をきざみ、赤ワイン、塩コショウ
、にんにくなどの調味料を加え準備をしました。
　毎年屋台の量が少ないとのことで今年は２０パーセント増量しました。
当日は予想していた参加数より少なく感じましたが、いつものように完食となりました。
「こもれび」さんからも物品販売で出店され、たくさん買っていただいたと、喜んでもらいました。ステー
ジでは中国の二胡の演奏や、和太鼓で皆さんたのしんでもらいました。
早いもので、もう１９回目です。リトセンの八重桜もメタセコイアもすっかり大きくなり手入れが大変です。
　私事ですが、私もリトセンで仕事をしていましたので管理人は大変だと思いますがいつまでも管理よ
ろしくお願いしますと思いながらライトアップされた桜を見ていました。
クラブからの参加者が少なかったのですが、楽しい時間
を過ごしました。ありがとうございました。けが微笑ましか
ったです。



5月 通常例会　5月22日（火）　於：Pルティール京都

　５月例会はメンバースピーチ例会として２０１７年５月入会の阪田馨介Ys、７月入会の山根弘丈
Ｙｓのメンバースピーチ例会としての例会でした。
クラブとしては江面智明君以来の若い人の入会でした。
阪田啓祐Ｙｓは３５歳、白濱Ｙｓがスポンサーで入会されました。スピーチの内容はご自分の性格・
お仕事の内容などでした。・山根弘丈Ｙｓは４０歳、山根会長のスポンサーで入会。今年度は“Ｌ”の
代表をされております。お二人とも働き盛り、お仕事も忙しくされており、エイブルクラブの活動
内容を理解されておられないご様子、少し時間をかけて戦力として育ててあげたいものです。

上澤　正廣会計

こもれびヤァヤァフェスタフェスタ　3月14日（水）　於：ウェスティン都ホテル

　平成30年5月20日(日曜日)宇治中学校でヤァヤァフェスタ大バザーが開催されました。
10時から開会式が宇治中学校ブラスバンド部の演奏で始まりました。
模擬店、もちつき、発電体験、和太鼓、午後から今川みやさんのフォークソングで盛り上がってい
ました。そして私達が担当のするバザーは3Ｆ体育館にて9時から配布していました整理券の順番
で会場へ入場です。
皆様お目当ての所で品定めです。毎年の事でお客様も慣れた様子でこれといった混乱もなく今年
は2時で終了しました。後片付けは宇治中学校の学生の応援があり手際よくかたずきました。担当
の先生が生徒にボランティーア、ボランティーアと声掛けが微笑ましかったです。
上澤、太田、大山、白濱、太田メネット、白濱メネット、白濱マゴメット、淺森が出席しました。

淺森　一惠地域奉仕委員長

29期役員・委員

　役　　　職　　　　　　

　会　　　長

　副　会　長

　書　　　記

　会　　　計

YMCA連絡主事

30周年記念例会PT

　 事 業 委 員 会　　　　　　

　Yサ・ユース

　地域奉仕・環境

　EMC

　ファンド・BF・交流

　ブリテン

　ドライバー

　　担　当　者　名　　　　　

　白濱　広史

　大橋　篤司、　山根　拓也

　砂地　一廣

　淺森　一惠

　樫本　高廣

　実行委員長上澤 正廣　副委員長山根 拓也

　　担　当　者　名　　　　　　

　委員長 太田　伍博

　委員長 大山　裕巳、　山根　弘丈委員

　委員長 上澤　正廣

　委員長 上澤　正廣、　梶原　正暁委員

　委員長 梅谷　隆雄、　虎田　悦子委員

　委員長 阪田　馨介、　サポート三役



7月例会案内 8月例会案内

YMCAニュース　

5月例会案内 6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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 ■　事務局：京都YMCA 三条本館内　京都市中京区三条柳馬場角   ■
Copyright(c)　Kyoto Able Y's Men's Club All Rights Reserved

5月　該当者なし
6月　該当者なし　

5月　該当者なし　6月　該当者なし

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

5月
6月

5月
6月

上澤Ys砂地Ys

★HAPPY ANNIVERSARY★

★HAPPY BIRTHDAY★

●７月２４日キックオフ例会において関谷厚志君の入会式を執り行う。
●７月２４日の例会においてパレスクラブより小林千春書記・高岡昇会計が９月９日の京都部会のアピールに訪問されました。
●西日本豪雨災害に対してクラブより￥１００００円支援する。個人からも受け付ける。
●地域奉仕より「こもれび」「野の花」「宇治社共」に賛助会費各＠３０００円納付
●２０１９年１月２７日（日）エイブルクラブ主催少年・少女サッカー大会開催する。
●8月24日（金）京都部EMCフォーラム・メルパルク京都にて開催。＜砂地Y’s・上澤Y’s出席登録＞

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

24日（火）キックオフ例会（総会）
　　　　　入会式（パルティール京都）

10日（火） （宇治・乱）　
17日（火） （槙島コミセン）
　3日（火） （宇治・コメダ）
　

28日（火）通常例会
　　　　　京都YMCAﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ説明会
　　　　　 （パルティール京都）　
  5日(日)  納涼会（パルティール京都）
21日(火)  （槙島コミセン）
  7日(火)  （コメダ）

24日（金）京都部EMCフォーラム開催

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）
24日（日） リトセン夏期準備ワーク
　　　　   （YMCA笠取リトリートセンター）

●６月２２日（金）YMCA会員協議会
●６月２４日（日）リトセン夏季準備ワーク
●７月１４日～１０月３１日まで
　７月１６日の西日本豪雨災害募金活動・街頭募金実施

●８月１６日（木）大文字送り火鑑賞会
●９月２日（日）リトセン秋期準備ワーク
●１０月２４日（水）京都YMCAチャリティーゴルフ大会

　　


