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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　　       1月　IBC/DBC　  ・　  2月　TOF・CS・FF

1・2月報告
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社会福祉法人こもれび　施設長 白土　直子

例会出席

在籍者数

〈1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

11名
1名
0名
2名

出席率 84.6％

〈1～2月〉
現金 0円

0P
0P

〈累計〉
現金
切手

0円
0P

〈ニコニコ〉
1～2月 0円

〈累計〉 30,000円

〈1～2月〉
クラブ内ファンド
　新春オークション
　たんかん
　

 

 

42,200円
　36,200円　
6,000円　

　
　

〈累計〉

じゃがいもファンド
クラブ内ファンド

406,526円

284,546円
121,980円

〈1～2月〉
TOF
AF
FF
ロ－ルバック
Yサユース
YES

　18,000P
　16,800P
　9,600P
9,600P
24,000P
6,000P

〈累計〉 84,000P

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皆様。いつも私たち「こもれび」に多大なご支援
を賜りまして心より御礼申し上げます。平成7年に4名でスタートした「こもれび」も、
平成という時代とたくさんの人との出会いに恵まれ、NPО法人から社会福祉法人へ　
グループホームの建設と成長してくることができました。この道のりの中には、いつも
エイブルワイズメンズクラブの皆様の献身的なお働きがあり、ヤァヤァフェスタ・納涼
会・もちつきなど、いつも皆様に助けていただきながら、この23年を過ごしてまいり
ました。本当にありがとうございます。

　先日故郷の岡山で還暦同窓会があり、友人から同郷の詩人　河野　進さんの詩集をもらいました。その中
で今一番こころに焼き付いているのが次の詩です。
　「どんな不幸を吸っても／はく息は感謝でありますように／すべては恵みの呼吸ですから」
また、「こもれび」を利用されているのは様々な重度の障がいのある方ばかりですが、その方々の「今を生きる」姿
にも日々教えられることが多いです。私自身済んでしまったことにくよくよしたり、先のことを心配したりと、なかな
か自分をコントロールすることが難しいですが、これからも感謝を忘れず、「こもれび」と共に一日一日をこつこつ
と丁寧に過ごしていきたいと思います。皆様どうか今後とも長いおつきあいでよろしくお願いいたします。

〈2月例会〉
メンバー
メネット・コメット
ゲスト

6名
3名
1名

出席率 40％

「門をたたきなさい。
そうすれば、開かれ。だれでも、
求める者は受け、探す者は見付け。
門をたたく者は開かれる…」
　　　   （マタイによる福音書7章7-8節）

「わたしたちが愛するのは、
　神がまずわたしたちを
　　愛してくださったからです。」
　　　　　　　　（ヨハネの手紙　4章19節）

　



京都YMCA卒業リーダー祝会　3月11日（日）　於：京都三条YMCA

大橋　篤司新年会ファンド例会　1月12日（土）　於：宇治・辰巳屋

　平成最後の新年会は1月12日（土）宇治川畔の料亭「辰巳屋」にて18時より開催された。総勢11名！　
久々出席の梶原Ｙsとメンバー候補の今川みや氏を交えた宴会（準メンバーの山根メネットも参加）はお酒
の勢いもあり一気に盛り上がった。盛り上がったとはいえ総勢11名、これがエイブルクラブの現状で梅谷
Ｙsと若手3人の欠席があり非常に寂しいものとなった。
　また高齢のメンバーがよればワイズ談議より健康や孫の話題が多くなり、この中には若手メンバーはな
かなか入ってこれないだろうなぁと感じるところがあった。皆がほろ酔い気分になってきたところで新年会
恒例のオークションがはじまり私の軽妙な司会？でみんなが持ち寄った品物を次々と競ってアッという間に
オークション終了！一人一品で3,000円の持ち寄りで最終36,000円のオークション。セリ人の大橋Ｙsよ
く頑張った。と自画自賛してお開きに。

副会長

上澤　正廣EMC・ファンドBF・交流委員長

12月例会 クリスマス例会　12月22日（土）　於：パルティール京都

EMC忘年会例会　12月8日（土）　於：鳥せい本店

　２０１８年２月２２日にパルティール京都にて、クリスマス例会を開催致しました。
クリスマスらしく全員の「きよしこの夜」の合唱に合わせて、コメット１１名のキャンド
ルを持っての入場で始まり、辻中　康宏　連絡主事のクリスマスメッセージも頂き
まして、厳かに始まりました。
　サンタクロース（白濱会長）からコメット、メネットへのクリスマスプレゼント、今川
みやさんのギター弾き語りと斎藤さんのエレクトーンによるフォークソングを楽しく
聞かせて頂き、バルーンマジックのヒロ赤星さんのマジックとバルーンに入ってしま
うステージで、楽しいパーティとなりました。
ビンゴ大会も有り、コメットたちにお菓子のつかみ取り有り盛りだくさんのイベント
で当日参加頂きました。社会福祉法人「こもれび」の皆様にも楽しんで頂けました。

山根　拓也副会長

　12月8日（土）鳥せい本店にて2018年クラブ忘年会が行われました。
当日は、エイブルクラブの記念例会にも何度か出演して頂いた「バンバン」のコン
サートが京都府立文化芸術会館で午後から開催され、ばんばひろふみさんの２時
間の熱唱を満喫した後の忘年会でした。
　忘年会は鳥せい特選鍋料理を美味しく頂きました。忘年会の企画として、今回は
京都検定からの問題をお配りしてのクイズでした。
　１級、２級、３級と挑戦していただいたのですが、１級の問題は難しくて、全く歯が
立たず、３級の問題だけで集計して正解の多い人にささやかな商品をお渡し、忘年
会は和やかに終了致しました。

TOF例会　1月29日（火）　於：槇島コミュニティーセンター

　29期も早や半期総会となりました。白濱会長の挨拶の後、7月入会の関谷Ysも出席で開催されまし
た。TOF例会ですがサンドウィチの軽食を頂きました。山根議長により半期の事業報告と半期の会計報告

砂地　一廣書記



が審議されそれぞれ全会一致で承認されました。次いで30周年記念事業について上澤・山根両実行委員
長により方向性の検討がなされました。記念事業については、大橋次期会長より、リトセンに電気時計を寄
贈する提案がなされました。また、記念例会については1部講演会、2部記念式典、3部宴会の構成で3時
間30分程度でまとめる案が提案されました。チラシや記念誌については25周年同様に行う提案がされ
ました。詳細は今後の委員会等でエイブルクラブらしい記念例会になればと思います。大橋次期会長の熱
き思いと全メンバーの協力で素晴らしい30周年になると思います。

宇治市社会福祉協議会「新春福祉のつどい」　1月26日（土）　於：パルティール京都

　2019年1月26日（土）宇治市社会福祉協議会主催の「新春福祉のつどい」がパルティール京都で午前
10時より320名が参加して開催されました。宇治社会福祉協議会の会員である京都エイブルクラブから
山根Ys,山根メネット、上澤Ys,と私、メンバーゲストの齋藤真友子さんの5名で参加しました。集いは宇治
市の福祉関係者が一堂に集まって懇親を深め、地域福祉の推進を決意する場として2006年から開催さ
れているものです。今年も、国会議員、京都府議会議員、宇治市議会議員の方も多く参加されていました。
山本正宇治市長の来賓のあいさつ、奥西宇治社会福祉協議会会長のあいさつ「支え合い、助け合い、励ま
し合ってつながる福祉」をコンセプトとしてお話され、宇治の福祉関係は多くの人々のつながりで成り立っ
ていますとあいさつされました。そのあと昨年度宇治市における福祉活動推進のために貢献された学区福祉委
員会、ボランチア、福祉関係団体などから９６人、２団体が表彰され、７人８団
体に感謝状が贈呈されました。
　第２部では「宇治から始める地域共生社会」をテーマにデスカッションが行
われ、青年の社会参加を応援する会「実り」の黒川美知子さん、京都府断酒平
安会家族会「みやび」の田辺暢也さんがパネラーで、引きこもりや、アルコー
ル依存症で苦しんでおられる現状の紹介、生きづらさを抱える人たちへ寄り
添う支援の大切さを訴えられました。
　第３部は懇親会、各福祉団体、福祉委員、民生委員、福祉事業代表者の人
達と親睦を深めました。エイブルクラブのOBの吉田實子さんや、メンバー予
定の今川みやさん、「こもれび」の白土施設長、岡本さんも出席されておりま
した。各テーブルを回り、京都エイブルワイズメンズクラブをPRすることが
できました．．．

山根　拓也第5回京都エイブルクラブカップ　1月27日（日）　於：槇島小学校

　京都YMCA地域交流　少年少女サッカー大会を2019年1月27日（日）槇島小学校のグランドをお借
りしまして開催致しました。
　「槇島サッカースポーツ少年団」「石山サッカースポーツ少年団」「京都YMCA」
　「大久保ジュニアサッカークラブ」「サーゲ　フットボールクラブ（SFC）」
5チームの参加を頂きました。
試合時間　前半12分/後半12分/ハーフタイム5分、総当たりリーグ戦
により10試合と槇島低学年対伏見低学年の試合2試合を行いました。
　結果は  優   勝　　石山サッカースポーツ少年団　　　　（賞状・カップ）
　　　　　準優勝　　大久保ジュニアサッカークラブ　　　 （賞状・盾）
　　　　　3   位　　サーゲ　フットボールクラブ（SFC）　（賞状・ボール）
　　　　　敢闘賞　　京都YMCA　　　　　　　　　　　 （賞状・ボール）
　　　　　フェアプレイ賞　槇島サッカースポーツ少年団    (賞状･記念品)
参加して頂きました子供たちの元気活力と礼儀正しい姿に感動しました。
今回の開催に対して、グランドをお借りしました槇島小学校様、ご後援頂
きました京都YMCA様、何より参加頂きました各チームの皆さんとお子
様たちの御家族の皆様に心中よりお礼申し上げます。

副会長

大山　裕巳地域奉仕環境事業委員長



3月例会案内 4月例会案内

YMCAニュース　

1月例会案内 2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

2月　太田伍博Ys・冨美子メネット
 　　　　

1月7日　白濱広史Ys    1月22日　大山裕巳Ys
2月25日　山根弘丈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

1月
2月

1月
2月

ありませんありません

★HAPPY ANNIVERSARY★

★HAPPY BIRTHDAY★

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（火） CATT例会（アバンティ7F）
　　　　　（今川みやさん＝入会式）

16日（土） （乱・宇治）　
19日（火） （槙島コミセン）
　5日（火） （宇治・コメダ）
　
16・17日（土日） 京都YMCAミニバスケット 
　　　　　17日昼食支援で参加
31日（日） 京都部Yサチャリティーゴルフ

　（瀬田ゴルフ）

23日（日）  次期役員研修会委員会
　　　　　 （パルティール京都）　

  9日(火)  （鳥せい・本店）
16日(火)  （槙島コミセン）
  2日(火)  （宇治・コメダ）

14日（日） リトセン夜桜フェスタ
　　　　　焼き鳥で出店
15日（月） 京都部YYYフォーラム
　　　　　（三条YMCA）
２2日（月） 京都部次期Yサ懇談会
　　　　　　　（三条YMCA）

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

●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

●4月14日（日）リトセン夜桜フェスタ
●5月19日（日）第14回インターナショナルチャリティーラン

●1月26日（土） 2019年宇治社会福祉協議会新春の集い
                       ・・6名参加
●1月27日（日） 第5回エイブルカップ少年少女サッカー大会
                       ・・6チーム参加
●2月4日（月） 第2回・京都部EMCフォーラム開催・・3名参加
●2月24日（日） 京都部CSボーリング大会4名参加・・団体優勝

●3月17日（日）第6回The・Y・cupに食事提供
                     （サンドイッチ130食）・・3名お世話
●3月31日（日）京都部チャリティーゴルフ・・3名で参加
●4月14日（日） リトセン夜桜フェスタ・・焼き鳥で参加
●5月19日（日） 京都YMCAチャリティーラン開催
●5月26日（日） こもれび「ヤァーヤァー」フェスタ開催
●6月22日・23日 西日本区大会開催・・登録開始

　　


