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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　　11月　Public Relations Wellness　・　12月　EMC-M

11・12月報告
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副会長 山根　拓也

例会出席

在籍者数

〈11月例会〉
メンバー
メネット・コメット
ゲスト
メイクアップ

15名

14名
1名
3名
1名

93.3％

〈11～12月〉
現金 0円

0P
0P

〈累計〉
現金
切手

0円
0P

〈ニコニコ〉
11～12月 20,000円

〈累計〉 30,000円

〈11～12月〉
クラブ内ファンド
　ワイン
　みかん
　年末ファンド

 

 

23,200円
　14,000円　
3,000円　
6,200円　

　

〈累計〉

じゃがいもファンド
クラブ内ファンド

364,326円

284,546円
79,780円

〈11～12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

　今期も12月を迎え白濱丸も半期を過ぎようとしています。

新入会員の関谷YS、や山根弘丈YS、坂田YS、の若いパワーが宇治福祉祭りに

発揮でき、奉仕事業の楽しさ、奉仕の出来る事の喜びを倍増させてくれています。

　ワイズデーのバリアフリーコンサートでは、会場の設営などお手伝いも出来まし

たし、リトセン夜桜フェスタ、こもれびヤーヤーフェスタ、リトセンオータムフェ

スタ、宇治福祉祭りなど、出来る限りの活動が出来ました。

此れも皆、京都エイブルワイズメンズクラブのメンバーが一丸となってできる事と

喜んでおります。

　又、２０２０年2月１５日には、京都エイブルワイズメンズクラブ３０周年を迎えて周年事業、周年例会の企画も進

めていきまので宜しくお願い致します。

平成最後の師走となりますが、皆様にとって幸多き新年を迎えられますように祈念させて頂きます。

〈12月例会〉
メンバー
メネット・コメット
ゲスト

13名
21名
17名

86.7％

「わたしは命を、再び受けるため
に、捨てる。それゆえ、
父はわたしを愛してくださる。」
　　　   （ヨハネによる福音書１０章１７節）

ひとりのみどりごがわたしたちの
ために生まれた。ひとりの男の子
がわたしたちに与えられた。権威
が彼の肩にある。
　　　　　　　　　　　（イザヤ書９章５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11月例会　宇治福祉祭り“２０１８”　11月4日（日）　於：宇治市総合福祉会館

　１１月４日（日）宇治市総合福祉会館一帯にて、宇治福祉祭りが開催され、エイブルクラブ第６１７回例会
として、毎年の通りお餅屋さんとして出店に参加しました。宇治福祉祭りは毎年三千人～四千人の来場者
がある大変活気のあるイベントで、このような地域のイベントにエイブルクラブが参加できることに、大き
な喜びを感じています。また福祉の仕事に携わっている私自身にとっても、福祉関係の人たちとの交流の
機会として貴重な意味をもつイベントだと感じてます。
　今回の開催目的は「福祉関係者が一堂に集うことで、自分の住む町の活動
や団体に関心や興味を持ってもらえる人を増すこと、団体や個人が相互のつ
ながりを生み出したりすることで地域の福祉活動を盛り上げるきっかけとす
ること、”コンセプト“支えあい，助け合い、励ましあって、つながる福祉」であり
ます。
　今年は来場者の人の駐車場が利用できなくなり、来場者の数が心配されま
したが主催者の発表六千人が来られたと知り大変にぎわいました。お餅の販
売も量を少し増やして準備しました。当日はメンバー。メネットさん、応援の人
を含め２３名で２Kgのお米を２０臼、餅つきを行い「きな粉」餅にして完売しま
した。朝早くからの準備、餅つき実演、販売、後片付けを無事に終えられたこ
と、本当にご苦労様でした。来年度も開催されます。よろしくお願いいたしま
す。

地域奉仕環境事業委員長

淺森　一惠会計

10月例会 京都部部長公式訪問　10月23日（火）　於：パルティール京都

京都キャピタルワイズメンズクラブ設立35周年記念例会　11月3日（土）　於：ウェスティン都ホテル

　今期の部長公式訪問例会で、川上部長、松崎Yサ・ユース事業主査、安平国際・交流事業主査をお招きしての例
会となりました。白濱会長による開会の点鐘、挨拶に続き樫本連絡主事による食前の感謝のあと楽しく食事を頂き
ました。20時から最初のスピーチは安平主査でファンド事業を京都部の各クラブどうし協力販売できるものがあ
れば是非紹介くださいとお願いがあり、IBC、DBCについても積極的に交流をお願いしたいとアピールを頂きまし
た。松崎主査からは入会2年目にしてのYサ主査で実践と勉強を同時進行ですすめ、家庭サービスを気にしながら
メネットさんの協力をえて何とか頑張っていると現実的なお話が印象的でした。最後は川上部長の登場でいきな
りバンジョウの演奏でメンバーの心をわしずかみ状態でした。つづいてプロジェク
ターによるロールバックマラリアのお話を解りやすくスピーチ頂きました。国際事
業の１つで日本製の薬で処理された蚊帳を亜熱帯地域に普及させる事により多く
の命が救われる大切な活動をワイズメンとしてさらにアピールしたいとお話頂き
ました。クイズを交えながらのスピーチであっという間の例会となりました。公式訪
問もあと2クラブとなるそうですが最後までのご活躍をお祈りいたします。

砂地　一廣書記

　11月3日（土）ウエスティン都ホテルで行われました。
白濱会長、上澤Ｙｓ、大山Ｙｓ、砂地Ｙｓ、淺森の5名が参加しました。
　第一部　式典
　第二部は、尚男の部屋として岡本尚男Ｙｓの司会で吉井崇人会長の主題『未来創
造』を先輩Ｙｓからクラブ歴の浅いＹｓで知識は先輩、センスは後輩からと出会い、
ふれあい、めぐり逢い、生まれ変われるきっかけ作りなどのトークは新鮮な感じがし
ました。そして、基本をしっかりと守ってとの印象を受けました。
 第三部懇親会は、オープニングは京都明徳高等学校ダンス部のダンスで始まり同
高等学校岩倉真紀子先生の講演で[人は決断して実行して結果を出す結果に満足
せず進化を本当の形にする]と力のある講演でした。また、生徒の若さ溢れるダン
スもエネルギーをいっぱい頂きました。活気ある例会でした。



第２回５クラブ合同EMC例会　11月13日（火）　於：京都平安ホテル

　２０１８年１１月１３日（火曜日）第２回５クラブ合同例会が、京都平安ホテルにて開催されました。
19;00　５クラブ（京都センチュリークラブ、京都エイブルクラブ、京都みやびクラブ、京都東稜クラブ、京
都ウエルクラブ）の会長の開会の点鐘にて開会。
　合同例会は２０名以下のメンバークラブが合同で例会をすることで、メンバーゲストを呼びやすくする
事、ゲストスピーカーを呼びやすくする事などを目指して２年前に発足しました。今回も川上京都部長をは
じめ５クラブ以外のゲスト、５クラブのゲストで８０名の例会となり大いに親睦と交流の例会となりました。
 ホストクラブ、ウエルクラブ中村典子会長のあいさつの後・食事歓談。
ゲストスピーチはNPO法人　音楽の森　理事長で音楽療法士　荒川
敦子さんの講演と、ピアニスト宮川真由美さんのお二人で音楽が健康
に果たしている力”幼少の頃の音楽、学生時代の音楽、青春時代、など
などの音楽は高齢になっても認知症予防に非常に効果がありますと、
歌を交えて解説されました。私としても歌が好きで大いに参考になりま
した。最後は東稜クラブ大槻裕樹会長のあいさつ、５クラブ会長の点鐘
で閉会。

京都YMCAオータムフェスタ　11月18日（日）　於：京都YMCAリトリートセンター

　11月18日（日）京都YMCA主催のオータムフェスタが好天のもと
行われました。
　エイブルクラブも恒例の「エイブル焼き」で出店しました。前日の午
後、大山Ys、太田Ys、上澤の3人が鶏肉１０Kgを１５ｍｍ位の大きさ
にそれを5個のバットに、それにワイン、にんにく、土しょうが、しょうゆ
を加え、手もみした後、冷蔵庫にて熟成、それを次の日、鉄板にて焼く
料理です。さらにファーマース農園で収穫したおねぎを小口切りにして
焼きとりに添えて出しました。人気があり早々に売切れてしまいまし
た。また、「こもれび」さんからも出店されました。
 ステージでは、和太鼓の演奏、川上孝司京都部長お世話の音楽ショ
ウーが行われました。続いて、今回初めてのクラブ対抗「玉入れ」大会
が行われ、大人も、子供たちも大いに盛り上がりました。ステージでの
表彰式で閉会となりました。
　京都YMCAのすばらしいキャンプ場、四季を通じてもっと多くの人
たちに利用していてだける施設としての施設管理をお願いしたいもの
です。

山根　拓也京都部ワイズデーコンサート　11月11日（日）　於：京都市北文化会館

　2018年11月11日に京都部ワイズデーコンサートが京都市北文化会館で開催されました。
　開催に際して、エイブルクラブでの出店はなく、会場設営をお手伝い致しました。
障害のある子供たちが一生懸命に、いさこい踊りを踊っている姿に感
動いたしました。
　残念ながら、長谷川きよしさんのコンサートは見れませんでしたが、
各クラブでは、施設の紹介、作品の販売、盲導犬の紹介、介護犬の紹
介、殺処分されるペットの里親探し、子供たちが楽しめる、スマートボー
ル、輪投げなど盛りだくさんの出店があり、広場でのフォークソング、二
胡の演奏など盛りだくさんの催し物で楽しい時間を過ごせました。

副会長

上澤　正廣EMC・ファンドBF・交流委員長

上澤　正廣EMC・ファンドBF・交流委員長



1月例会案内 2月例会案内

YMCAニュース　

11月例会案内 12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   ■
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11月　上澤正廣Ys・清子メネット
 　　　大山裕巳Ys・直美メネット　

11月13日　上澤正廣Ys    11月29日　虎田悦子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

11月
12月

11月
12月

ありません上澤Ys

★HAPPY ANNIVERSARY★

★HAPPY BIRTHDAY★

●２０１８年度ジャガイモファンドの報告・・・¥284,546円でした。
● 11月4日（日）　  宇治福祉祭りの報告・・・・・¥97,700円でした。
● 11月11日（日）　京都部ワイズデー（京都市北文化会館）
● 11月18日（日）　オータムフェスタ（焼き鳥にて出店）
●12月22日（土）　 クリスマス例会に（３千円相当のプレゼント持参）
●1月26日（土）　　宇治市社会福祉協議会新春の集い
●1月27日（日）　　第5回少年少女サッカー大会開催予定度

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

29日（火）  半期総会（TOF例会）
　　　　　（槙島コミセン）

12日（土） 新年ファンド（宇治・辰巳屋）　
22日（火） （槙島コミセン）
　8日（火） （宇治・コメダ）
　
2６日（土） 宇治市社会福祉協議会
　　　　　新春のつどい（パルティール京都）
２７日（日） 第5回少年少女サッカー大会

　（槇島小学校グランド）

3月3日（日）  設立例会として
　　　　　 （パルティール京都）　

2６日(火)  （鳥せい・咲蔵）
19日(火)  （槙島コミセン）
  5日(火)  （宇治・コメダ）

　4日（月） 第2回EMCフォーラム
　　　　　（ホテルモントレ）
11日（月・祝）　ネパール支援バザー
　　　　　（三条YMCA）
２4日（日） 京都部チャリティーボーリング大会
　　　　　　　（しょうざんボウル）

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

　4日（日）  宇治福祉まつり（例会）
　　　　　（宇治市福祉会館）

13日（火） 5クラブ合同例会　
20日（火） （槙島コミセン）
　6日（火） （宇治・コメダ）
　
　3日（土） キャピタルクラブ35周年
11日（日） ワイズディーコンサート
18日（日） リトセンオータムフェスタ8

22日（土）  クリスマス例会
　　　　　 （パルティール京都）　

  8日(土)  EMC忘年会（鳥せい本店）
18日(火)  （槙島コミセン）
  4日(火)  （コメダ）

14日（金）　市民クリスマス

●2月11日（月・祝）　ネパール支援チャリティバザー
●2月16日（土）　京都YMCA設立１３０周年記念会員
　　　　　　　　 集会

●3月10日（日）　卒業リーダー祝会
●3月10日(日)　全国車いす駅伝競走大会
●3月16日・17日（土・日）　第６回 The Y・cup
　　　　　　　　　　　　　　　　ミニバスケット大会　　


