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クラブ主題　「ゆっくりと確実に」   
副　題　ー楽しみながらー

国際会長        MoonSang-B0ng（韓国） 西日本区理事主題 　遠藤通寛　(大坂泉北)

 主題　"Yes we can change"　
　　　　「私たちは変えられる」
スローガン
　　　"Courage to challenges"
　　　　「挑戦への勇気」

主題
　「未来に残すべきものを守り育てる」

副題　
　「めぐり逢う一筋の光」

アジア太平洋地域会長　　田中博之　(日本) 京都部部長主題 　川上孝司　(京都パレス)

主題　"Action”　｢アクション｣
スローガン
　　　"With Pride and Pleasure"
　　　　　「誇りと喜びをもって」

主題　"永遠の絆"

今月の聖句

会　長／白濱広史
副会長／大橋篤司
副会長／山根拓也
書　記／砂地一廣
会　計／淺森一惠
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強調月間　　7月　 KICK-OFF   EMC-C　　・　　8月　YOUTH  ACTIVITIES

7・8月報告
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29期会長 白濱　広史

例会出席

在籍者数

〈7月例会〉
メンバー
メネット・コメット
ゲスト

15名

12名
1名
2名

出席率 80％

〈7～8月〉
現金 0円

0P
0P

〈累計〉
現金
切手

0円
0P

〈ニコニコ〉
7～8月 10,000円

〈累計〉 10,000円

〈7～8月〉
クラブ内ファンド
　タマネギ
　桃
　スイカ
　梨

 

 

47,130円
　37,200円　
5,000円　
9,350円　
4,000円　

〈累計〉

じゃがいもファンド
クラブ内ファンド

47,130円

0円
47,130円

〈7～8月〉
TOF
AF
FF
ロ－ルバック
Yサユース
YES

　1,400P
　1,500P
　800P
800P

2,000P
500P

〈累計〉 7,000P

BFポイント スマイル ファンド CSポイント

三  役

　２９期がスタートして二カ月余りが過ぎてしまいましたが、改めて挨拶をさせて頂きます。
　ここ数年で新しいメンバー三名が入会して頂きました。それも、四十歳前後の若いメンバーで
す。これでメンバーの平均年齢も少しは下がりましたが、まだまだ京都部の中ではメンバーの平
均年齢が上位に位置します。
来期の３０周年に向かって、２９期中にまだまだメンバーの増強に力合わせて取り組んで参りた
いと思いますので、ご協力をよろしくお願したいと思います。
　今期のスタートの時には、クラブ行事を縮小したいと思っておりました。
例えば、サッカー大会を中止したいと考えておりましたが、今期も京都YMCAサッカークラブが
リーダーシップを取って大会をして頂けると言う事に成りました。例えば、毎回お世話を頂いてい

た、元メンバーの大倉君への連絡やその他です。運営に掛かる費用等はエイブルクラブで負担する事になっておりますので、
ご理解程宜しくお願い致します。
　メンバー数は１５名と少ないですが従来からの事業をなくすることはなかなか出来ません。エイブルクラブはワイズメンズ
クラブのなかで京都南部地域(宇治市)に根付いた奉仕クラブとして今期もクラブ運営にご協力を頂けます様に宜しくお願い
致します。

「 29期のスタートに当って 」

〈8月例会〉
メンバー
メネット・コメット
ゲスト
メイクアップ

9名
1名
3名
3名

出席率 80％

「初めに言があった。
　　　言は神と共にあった。」
　　　   （ヨハネによる福音書　第１章１節）

「神がキリスト・イエスによって上へ召して、
お与えになる賞を得るために、
目標を目指してひたすらに走ることです。」
　　　　　（フィリピの信徒への手紙３章１４節）

　



京都YMCA卒業リーダー祝会　3月11日（日）　於：京都三条YMCA

山根　拓也28期会長

6月 引継例会　6月23日（土）　於：パルティール京都

第21回西日本区大会　6月9日（日）～10日（日）　於：新神戸/ANAクラウンプラザホテル

　「６月２３日（土）２８期・山根拓也会長から２９期・白濱広史会長への引き継ぎ例会がパルティール京都
に於いて２７名の参加で開催されました。
　大橋篤司副会長の司会で１８：００スタート、山根会長開会の点鐘、挨拶に続いて山根会長からの年間
功労（グリーン賞等）の発表、つぎに役員引継ぎ式、各委員長・三役の引継ぎに続き山根会長から白濱次
期会長への引継ぎ式と無事バトンが渡されました。
白濱次期会長より２９期の標語『ゆっくりと確実に』の披露、活動方針が発表され第１部は閉会しました。
　第２部は１９；００、大橋Ｙｓの司会でスタート、樫本連絡主事の食前の感謝、白濱次期会長の乾杯の音
頭で食事歓談へと移りました。第２８期山根会長を中心としたエイブルクラブの事業活動を大橋Ｙｓ上澤
Ｙｓのナレーションでスライド紹介。続いて「今川みやさんと歌おう！」と題しての音楽会、今川みやさんの
ギター演奏にあわせて、おなじみの歌を演奏して頂きました。
　音楽の後はエンディングセレモニー、山根会長へのねぎらいの言葉を上澤前々会長から、記念品の贈
呈のあと、「こもれび」さんから山根会長、浅森地域奉仕・環境委員長への感謝の気持ちで花束の贈呈。
その後山根会長からのお礼の言葉で終演、山根会長のリクエスト曲「３６５日の紙飛行機」の曲を輪に
なって歌い山根拓也会長、利恵メネットさんをお見送りしました。
パルティール京都の正面階段にて記念写真を撮り散会となりました。
山根会長は２７期、２８期と２期会長をして頂きました。
エイブルクラブの改革．若いメンバーの入会、他クラブとの交流例会など、メネットさんと二人三脚でご尽
力して頂きました。本当に２年間お疲れ様でした。

上澤　正廣EMC・ファンドBF・交流委員長

　２０１８年６月９日（土）１０日（日）と第２１回西日本区大会に参加しました。

　９日には代議員会のみの参加となりまして、つつがなく代議員会を終えました。
１０日には西日本区大会が開催され、ハンドベルの演奏から始まり厳かな感じでした。
各部に分かれてのバナーセレモニーも和気藹々とした、歓声にあふれるセレモニーでした。
　京都部の京都トゥービーワイズメンズクラブが西日本区最優秀ク
ラブ賞を受賞され、京都部全員が割れんばかりの歓声と拍手で祝福
し、青木トゥ̶ビークラブ会長もそれに応えるかの様に、羽織袴姿で
壇上にて飛び上がる様に感激されて居られました。
　我が京都エイブルワイズメンズクラブもYMCAサービス・ユース
献金優秀賞、EMC優秀賞、青年会員獲得賞、CS献金100%達成、
YES献金達成、FF献金100%達成、BF献金100%達成等の表彰
状を頂きました。



◆新入会員紹介プロフィール◆＝新入会おめでとうございます＝

お名前： 関谷厚志（せきやあつし）４１歳
生年月日： １９７７年９月５日
ご住所： 京都府宇治市宇治下居
職　業： 清掃業
趣　味： ゴルフ
スポンサー： 山根弘丈Ｙｓ
モットー： 「出会いを大切にする」

7月 キックオフ例会（総会）　7月24日（火）　於：パルティール京都

　２９期白濱広史会長の初例会(通産第６１３回)が７月２４日(火曜日)午後７時より宇治のパル
ティール京都に於いて開催されました。
　冒頭に９月９日の第２３回京都部会のアピールに京都パレスクラブより小林千春Ｙｓ，高岡昇Ｙｓ
が来られ京都部会への参加を要請されました。
　大橋篤司副会長の司会で砂地一廣書記が作られた例会式次第に沿って行われ、開会の点鐘、ワ
イズソング、次に「ゆっくりと確実に」の白濱会長の力強いクラブ主題の挨拶で始まりました。
初例会では幸先良く関谷厚志君(４１歳)の入会式が行われました。関谷君は山根弘丈Ｙｓがスポ
ンサーです。クラブにとって若いメンバーの入会で少しは若返りました。メンバー増強のきっかけ
になればいいなーと！思ってます。
　食事の後、総会が砂地Ｙｓの議長で執り行われました。２８期の事業報告、会計報告、続いて２９
期の事業計画案、会計予算案が関係委員長、会計より提案され審議・承認されました。
エイブルクラブも次期は３０周年です。開催日は２０２０年２月１５日(土曜日)ホテルオークラと決
まってます。

上澤　正廣納涼会　8月5日（日）　於：パルティール京都

　８月５日(日曜日)パルティール京都において例年恒例のサマーバイキングが開催されており、
エイブルクラブとして納涼介、委員会として参加しました。
　パルティール一階レストランフロアーにバイキング料理がお
かれ思い思いのものをいただきました。今年の夏は非常に暑
くのどを潤すビールの味もひとしおでした。
野外ではカラオケ大会が開催され、山根Ｙｓのゲストの方、私
の２名が参加しました。
　その後、室内ではマジックショーがあり、山根Ｙｓのゲストの
子供さんたちが大いに盛り上がり楽しそうな表情が印象的で
した。

EMC・ファンドBF・交流委員長

大山　裕巳地域奉仕・環境委員長



9月例会案内 10月例会案内

YMCAニュース　

7月例会案内 8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。
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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

7月　該当者なし
8月　該当者なし　

8月29日　梅谷隆雄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

7月
8月

7月
8月

上澤Ys砂地Ys
上澤Ys

★HAPPY ANNIVERSARY★

★HAPPY BIRTHDAY★

●７月 ２４日（火）　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。
●8月　5日（日）　パルティール京都「サマーバイキング」にて委員会開催
●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 19:00～21:00　（砂地Ｙｓ・上澤Ｙｓ出席登録）
●9月　2日（日）　リトセン秋期ワーク　（関谷Ｙｓ・太田Ｙｓ・大山Ｙｓ・上澤Ｙｓ登録）
●9月　7日（金）　「こもれび」納涼会　１８；００
●9月　9日（日）　第23回京都部会（グランドプリンスホテル）　15時開会　　同日：メネットアワー 13時開会
●9月29・30日（土・日）   AID文化フォーラム開催
●10月24日（水）　　　京都YMCAチャリチィーゴルフ大会開催　（山根Ｙｓ・関谷Ｙｓ・大山Ｙｓ・上澤Ｙｓ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

　9日（日）京都部会（例会）
　　　　　（Gプリンスホテル）

15日（土） （ヌーベルバーグ）　
18日（火） （槙島コミセン）
　4日（火） （宇治・コメダ）
　
　2日（日） リトセン秋期準備ワーク
　7日（金） こもれび納涼会

23日（火）京都部部長公式訪問
　　　　　 （パルティール京都）　

  9日(火)  （宇治／乱）
16日(火)  （槙島コミセン）
  2日(火)  （コメダ）

24日（水）　第1回YMCAゴルフ大会
28日（日）　国際協力街頭募金

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

●７月１４日～１０月３１日
　　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

●９月２９日３０日（土・日）　エイズ文化フォーラム
●１０月２４日（水）　京都YMCAチャリティーゴルフ大会
●１０月２８日（日）　国際協力街頭募金

　　


