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部役員

次期部長川上 孝司 京都パレスワイズメンズクラプ

「この小さな私たちに何が肉来るだろろか.ー人ー人のカ小き〈ても多〈の仲間がカを合わせればきo'何かが尚

来る.J突はとの寓舗とそ園陸也会ワイズメンズクラプの原点であり、また京都郁といろ単位における人と人との

関係もそうであります.今その団体にどっぷり授かりこの覧私のような若筆者有句宗務部穆援という大役まできめき

せていただ〈ととになりました.京濁稼菅槻の思いをどこまでサポート出乗るのか事唱の仕事と恩っています.

私は次期京都郁郁長としてやるべき礎調匡はいろいろあります.国際交涜をより広〈、 YMCAサーピスをより標

(.メネット事象をもo'!慢しし組組簿仕活曾はより東捜き昔、 EMCは真剣に.各タラプにおいては抱えておら

れる課題はいヲぽいお持ちでしょう.その中でも掲げた事案を行うにおいてともに.(仲間の象を噌やすことが最

大の課題となっています.次期を迎えるにあた。歴代の僚長様も掲げられておられる課題を私も真剣山取り組む所

存であります.皆様よろし〈御思いいたします.

直前部長庚井 武司 京都プリンスワイズメンズ円プ

ー年前のとの時期不安.織り....入りまじり顕を痛めていたように思いますが、今は全てから解き設さ払自分

の立ち位置がわかりに((なり逆に戸.'いを感じています.

郁の役員としても、役員会、評.会で会う以払今刻の役員の方々と交漉を持つことはほとんどないでしよろし、

多忙を極のた前年から見るとずいぶん生活に憂化が起きそうに恩います.しかし、京都傍役員として費佳はあるの

ですから、彼方ながら直前部長としての存在の意鳴を考えながら、京都悔のために・きたいと思います.

a憶をとったら幽しゃ』まらず、人の陰口艦街いわず、聞かれ0・一棺に考えて、いつでも笑a置でいると主に身。てい

きます.

監事高田 敏尚 京都ワイズメンズクラプ

先日、浅沼膚央きんの引選のニユiユースをみていました.何度も後..向いたりして引返ってさみしいものだと思い

ました.ワイズの引退のときも、あんなふうになるのかな.彼女のそれまでのU 'i"VTRで紺げトしていました

が、もちろんスケートぽっかりでしたが、あっと湿ったの事噛本の震災支援の画像です.なん.，真っ赤なぜプス

(ペストのようなもの)にYMCAとあるじゃないですか.11っ〈りしましたけど、うれし〈なりました.賞匙本の

支援に限りません.ワイズほ社会のさまぎまな園揮にある人たちを支える格動をしています.いま、リプランド、

YMCAのプランF再生前曾われています.YMCAって何をしているところ'と阿われて、あの真灸ちゃんの

華民ぞれはとりもなおさずお一人お一人のワイズメンの奏ではないかと，患っています.もう、書事長を終えて1年が

たちました.今期は監事として京都爺に残り、 YMCAプランVの再生にカを尽〈していきます.

統括連絡主事藤尾 実京都回目

いよいよワイズメンズクラブ京都郎竹聞部長婦が部長主量として、スタートいたしました.

部長主題である・且11m也個以誼 1・佃駅稼力金挙げるけにもとづいて、ワイズメンズクラプ京都:(1519ク

ラプーつひとつがそれぞれの揖所で劉陸、奉仕にカを尽〈し、時にはカを一つに合わせ、取り組むと、よりよい地

編制止会づ〈りにつながると信巴ています.

京翁YMCAは加鹿新種主撃のもと、創立130年にむけて、新しい取組みのチャレンジを始めています.また、会

図YMCAで取り箆みを進めているYMCAプランデイングを本格的に社舎に伝えてい〈年でもあります.私たち

YMCAは 「したい何かが見つかり、誰かとつながる.私がよ〈なる、かけがえのない場所.J金提供し、希蓋

のあるより査かな祉会を創ってい〈ことを目標に活動をすすの、そのことを効梁的に伝えることによって、より多

〈の方から共慮、支援、貨同を得ることをめぎしています.これらの新しいチャレンジには、ワイズメンズタヲプ

のみなさんとの尚 屑の筒.が必要になヲてまいります.今後ともどうぞよろし〈お置いいたします.
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書記中村 隆司 京都h ルワイズメンズクラプ

aI7-aJ1S竹園.. 長測の鶴書記金書めさせて頂きます、京都ウεルワイズメンズクラブの中村 隆司です.需の役

員法以前に主査を1度させて頂いたのですが、まだまだ解らない事がた〈さんあ旬、智訟に色々と御港・をお掛け

する事があると騒います意気何とか一生屠命僚の諸に頑獲らさせて頂〈所存でございますので、 1年間温か〈お見

守りE賀町ますよう、どうぞ宜し〈お願い申し上げます.

書記吉田 真理 京都"，，-I!-ワイズメンズ門プ

3117ザ2018年度京都郁書配を停命象しました吉岡真理です.所属クラブは京都トゥーピークラプです.，年前に竹

園部長と同郷で会長をさせて頂いた'帽でお手伝いきせて頂〈事になりました.・龍三名俸制と酎事で、中村ワ

イズと連携してー年間竹園郁長をサポートしていきたいと考えております.また私自身も郁の仕事を遁じてよりー

届ワイズメンズ活動について理解を標的ていけるきっかけになれば主恩っています.ワイズメシ穂先事方にご指噂

いただきながら、ー生膳命努めてまいりたいと考えておりますのでー年間どうぞ宜し〈お嵐ぃ象します.

会計西村 和真 蹄洛中ワイズメンズクラプ

今期京滞僚会計を毒めさせていただきます、京都海中クラプの商事同案て汁.

竹闘機長の島崎必ず実らせるため、微力ながらキャぜネットのー員として縛..... 帽嘩っていきます lそれ臥京

都線各クラプの夏なる兎屍にワながることと慣じて.そのたゆには各クヲプの曹織とた〈きんのヨミニクーシ切ン

をとっていきたいと思います.会計としましては、脅さまよりお預かりします犬切な資金を有効限執宥していき、

正織に管理Eすることに務め、円滑な京都憶の華宵をしていきたいと恩います.

一年開どうぞ宜し〈お置いいたします.

事揖局長高倉 英理 師国Oワイズボンズクラプ

今期事務局長をきせて頂きます京都"""0クラプの高舎です.

竹図書事長の熱.患い「タラプの垣根を越えて」の実現に積一杯努めると共に、京都:819クラプのみなさまの少しで

もお伎にたてるよう頑張りたいと思います.

事趨局長として、西日本区と各クラプ、京:fSat各クラプ、京都郁内各タラプ間金書ぎ、各クラプのさらなる克漢

と発援のー翼を担えるよう努めます.

西日本区や京都院へのご要皇、また例会や事提のお脅いなど、お気軽にお申し付け下きい.みなきん意気楽し〈、

充実した、そして感動のあるー年闘を....します.

どうぞよろし〈お嵐伽致します.
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事業主査

主題 iTRY 1 T NOWJ 

YMCAサーピスユー ス事案主査合田 太一 京都ワイズメンズクラプ

今期京都航YMCAサービス ユース.業主査を拝命いたしました、京線ワイズメンズクラプの合図太ーです.との

お仕事を頂くに当たり、自分なりにYMCAザーピスつてなんだろう'ともう一度考えてみました.YMCAのサボ』

トをするってことは、 YMCAが支えている陣轡を持。た子供遣や、キャンプを楽しみにしている子保達、その子供

たちに棄しみを与えたり様々な艇験を積んで成長してい〈太学生リーグー建.そんな子供途のため、彼らの成長の

ためになる稲耐をしているんだ IY守?ってそんな業除な活動なんですよね.私はまだまだ鍵般尚〈 皆械のYサの

知倶には遺〈及ぴませんが5このような気持ちを胸に、替4畿の素晴らしい活動のお役にたてるよう努力していきた

いと思います.歪らaところが多い私ですが、一年関どろぞよろし〈お願いいたします.

主砲 iGOFORW血 D!J-前に進もう!私たちの子どものために~

地騨仕・環境事章主査千賀 修 京炉レスワイズメンズクラプ

今期 α苅旬駐主牽を.. めさせて頂〈司院になりました、京都パレスクラブの千賓と申します.突は、訟は自クラプの

α彊員会に所属した事が鍵〈、犬家奥様い団事象の持つ役舗や在り方について、まずほ自分自身が朝まねぼならな

いと凪っています.自クヲプ肉でのα渇旬震にはメンバーとして当倫.""てきております描気各タヲプが実寓してこ

られた今までの戎掴.... 史について、緒先輩方に換えを請いながら、しっかりと理解し、役目を金うしていかなけれ

ばならないと決意を新たにしているところです.きて、京都市では隊魯者差別'事情法や手話曽帯条例の施行によっ

て.陣容のある なしに関わらず.共生する社舎の実混合噛んできております.副主冒え‘現実にそれが身近に感じ

られる社会鳳測となっているのかというと 蕩就硲そうでiまないと冒わ宮るを得ません.各クラプにおいて日頃よ

り支援をきれてνる施院には、継録的な助けを必要としておられる方がた〈きんいら。しゃいます.国主杢として、脅さんと一様に隊身的な活動を共に」

~，咽'がりが兎に発援充実してい〈ょう、微カでiまありますが前向きに取り組んで行きたいと酌、ます. --"問、どうぞよろし〈お跡唱し上げます.

主題「メンパーのメリット!入会者のメリット IJ 

EMC事業主査塚本 勝己 京都ウエストワイズメンズクラプ

今期EMCで肱、ワイズメンズクラプに属しているメリヲトを感じてもらいたい.タラプ単位も大切ですが、京都

楊500名!I肢のメリヲト..じてもらいたい.

入金すれば素晴らしい括動伊でき、白金豪の癒量ができる l入金者に伝えればき。とメンパー増えると思います.

また、メンバーの退会防止を考えもっと携しい交魂の場を作りたいと考えています.

1人では何も由来ません、替機のお力、お知恵で京都郁600名を目指しましょう l
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調「自クラブもワイズメン他クラプもワイズメン」

図際主諸事案主 査 高 坂 訓 京都トップスワイズメンズクラプ

京都郎ワイズメンズタヲプの皆繍暗じ"'.して l今m国際交施主査を押命家しました.京都トヲプスクラプ商議制

と申します.

先ずこの場を借りて最畑に私が主査を受けた理由からど吉証明させて頂きます.私が会長調闘に周期会長として一年同

様々な席でごー脅させてもらい、けっして掛周ではな(，けーしてお量静にも社交的でもない今期竹園惚長より一

線扇禽凶H快錆させて頂きました.理由はシンプルな.で竹田書署長之、もう一度一績に何かをしたい l竹園隊長が

立ち上がるので有れほ喜んで，.曾う気持ちです.今期私は国際交禽主査kして、そしてワイズメンズクラプ全体

の禄揮を交犯と曾ラキーワード .j憶に解決したいと考えております.同.，低速?時代遅れ'なんてけっして恩っ

てもいません.私が今篇竹田続長よ切受けた感動を一人でも多〈の方々と共に共有したいだけなのです.脅織も御

多忙とは存じますが今期は歯車会をほじめ周年事案もた〈きん控えております.自タラプの事業もあり大量だとは存じますが是葬とも他タラプ倒会審仰や他

省事へも足を運び交:lltil瞳をはかり楽しんで原町る専を切に厩ヮてお，.す.

そして、栃長主題でもあります.それぞれm枇所で、そ礼ぞれの力を尽〈す、そしてそのチカヲが〕つに合わきったら'皆紘福留取するだけでも楽し〈な

いですか'楽しみですよね'当然交藷だけが私の仕事では側座いません、各タヲプ委員暴紘何なりと質問お問い合わせお気腫恨申し付け下さい.

京都鶴ワイズメンズタヲプの皆様一年間どうぞよろしくお願い致します.

主題「これからのメネットとは ?J

メネット轄主査宮越 寛 蹄皿0ワイズメンズクラプ

今粛のメネヲト事実主査を勧めさせていただきます、京都ZEROクラプの宮越です.以下の4点を今腐の方針と

目標きせていただきます.

1・西日本区メネフト事業(囲内プロジェクト}への協力の推進

審制佐按地金盤機の寝幾下院おItdrこどもの貧困Jrひ".峰鹿J・きまぎまな園・を抱えている子ども遣の蕩淑嘩彊し関

心理解を持。て、ただき、啓発情鋤に嘗デる.また、その延長義上にはそのよラな子ども遣をサポートしている固体の支援金

行う. (区よりの夢建支量出M ・事前防衛と報告書強4)

2 各クラブにおけるメネット事実茂護金の予算立てのお願い

各タヲプからのま調凶同""からの事費安調凶住の.賓とな臥事実を宥ヲたタヲプヘ週自重されます.会長期租愉でもお厘いきせていただいておりますのでよろし〈お..>しま

す...た廟曹には予僻立てできていな〈ても半期惨正ゃ検舗に民健可能なクラプ除是議ともお庫いしたいところです.

3・ワイズデ}とのコラポレ】シヨン

今郷のワイズデ』では よ'インパタトを甫"'.ぺ《ヲイズのプレゼンテーシ省ンを京都豚でー義国鯵し留日本区金体に呼びかけて実強しますが、各タラプにTfU:か防て

「きまさrまな園・を抱えて‘る子ども逮Jにも鎗ぴつ〈ととができれ'"思います.

4・京都榔メネット主査圭1題[これからのメネットとは 11
現代栓舎におけるさまざまなファミリーの在り方について温婦を標め、高偶者ではなw電日トナーみたいな立績も舎払稚でもが関わりや寸いアプロ日チの仕方~考え方』こ

ついて区鶴各クラブこも一度考えていただ〈契揖にLたい.そして、メホヲトの世代間ギヤヲプについても考えていただき 世代聞の僅が緑陰、腐る〈 事し〈 とい

号ことについて‘2・を待。て各タラプにおいてもメネット事還を展開していただきたい.メネヲト〈パートナ-)の温調停と協力"EMCと無関係で碓ありません.

主題 IEVERY LITTLE HELPSJ 

PR委員長金原 弘明 京都キャピタルワイズメンズクラプ

今苅PR:委員会妥員長を書めさせていただきます、京都キャピタルクラプの金嵐と嗣します.PR:愛員会の俊樹は何

はともあ...ワイズメンズタヲプの活動を世の人々に知っていただ〈ことだと恩います.今ほ沌...方法・手段で

た〈さんの方に情報完備ができる時代です.にも関わらず、管砲の剤"の人たちの中でワイズメンズクラブの話備

を知ョている方がどれだ吟いるでしょろか.ー人でも多〈の方にワイズの活鋤を知っていただ〈為に、地湿な広報

活動金ーヲーっ積み.llねてい〈ことを犬切にし、このー年問、精ー特努力していきたいと恩9 ております.また、

今痴はワイズデーに京都衛響機のおカ金扇き、ワイズの太きな広報事訓障となるイベントも宥いた〈患っておりま

す.とれらーっ~の括鋤がEMCにも膏がることを願ョて.管視のおカ添えを何卒よろし〈お嵐いいたします.
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各クラブ会長

会長主題希望をもって with hope 

京都ワイズメンズ門プ中村 泰之

京都タラプは今年流珊年を迎えます.このπ岸の聞には様々な出来事がありましたが、その都度メンバー吉晴望を

持私考え.行励C.現在の京都タラプ金作9ているのだと感じています.

今期の主恩は『希望をもって m 也 h哩.Jとしました.

メンバー、みんなで希望をも。てクラプの精勘に取組んでいきたνと考えています.

タヲプ指衝で怯、京有限タラアがメインと掲げる ryサユース事業」の他、 「地域'仕環涜事案」プログラムに

もメンバーの多〈時醐できるように、メ目ド増強を目指します.また、!BCJlBCの安施の輸を広Ij'??、他クラプの皆さんとも交流を標め、 rXMC 

情動jに取組みます.

クラプ事実には、多〈のメンバーが関わり、事実を獲しみながら、ますます措肋あるクヲプにしていこうと思っています.

会長として有意萌なー年聞となるよう、全力で取組みますので、ご憶力をよろし〈お甑いいたします.

会長主題 Let'stry againl もう1度やってみよう l

剛山ワイズメンズクラブ堀一博

6月19日に行われた、平成お年度京都府関庁記念日記念式典に、機尾脅逸ワイズ(2017年度より福知山YMCA理事

長〉と掲京子ワイズが出席.福知山YMCAが中心となり、下僕局、健属新町自治会と子ども会で艦織する「タリ日

ν弘法川連絡協機会jが、京都府知事より環境保金功労者として図体表彰を受けました.毎年互に摘知山YMCA会

鎗前を擁れる弘法川の清掃活勘を、京'"府中舟西土木事毒事所・買や近隣の信周金.・の社員有志ら多〈の方々のご

協力も得て、昨年まで'31回行。てきたことが評価されたものです.禰知山ワイズメンズタラプ怯問活動開始当初か

ら後援してきました.清掃精働の豊田にきれいにな。た区画で催す魚つかみ大会に、昨年も鋤100.人の子どもが書却しました"筏抱年代まで怯自転車キタ

イヤ等まで鎗てら...ヘドロが浮いて近づ〈のもためらわれるiまどだった弘樹"に、近年では天然の備や蛍を見かけられるようになョたことは感慨裸いで

す.今年からしばら〈は河川目撃のため、このクリーン弘法JIド事案ほお休みです.

今年目まで.'"回行ってきた小中学生席上書初大会も来年は"""します.クラプメンバー臨名、私と妻はかろうじて駅間、浅尾ワイズ89'砲、再小樽ヲイズ

製直という状認の中、それでも、地域事仕環境事業として、福知山YMCA金銭とその周辺の美化作案、花撞の整備に細々と取り組むつもりです.

また、西日本区8業目標に掲げられた献金をすることによって、ワイズメンズクラブ昆廠悔会のー民としての歳務を呆たします.

まず宿先lU/YMCAのためのザ』ビスタヲプであり、次にその他ワイズメンにふきわしい図体を支混する目的から、福知山JYMCAプッタクヲプの活動およ

<1l笹知山帯保緯センタ』でのプヲタスタ】トポラシティア格調路を支援します.

医A四位Y'"副もう1度やってみよう IJ
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会長主題継続牲をもって、未来への橋を架けよう

Bridge to也efut町 e四 dcontinuity 

京都パレスワイズメンズクラブ笹山 直世

4市'パレスタラプ会長をさせて頂〈事となりました笹山と申します.私は暢ワイズ活動は基本的に単年度事業であ

り.其々の聡君臨に自分らしい務職で漫原幽来る'と考えておりました.が.呆たしてそうなのでしょうか?長鋼的に

継続性を持って精動する必要のある事実が実は多〈有り、又、・単年度事寮・と冒っても、大きな時の被れの中季

節が次また次へと変わ。てい〈程度の事にすぎないので訟ないでしょうかFその棟集は、事業のーっーっ、敏えて

もらわなければ分歩らない財産とも冒ろぺき星妥な情報を、人から人へと引き継がれてきた事により、弊タヲプ

ではスマートな事提選管が出来ているように見えた事.そんな凪に思うようになったのは、比捜鋤自由な時測でのメンバー聞のヨミュニユケーシ現ン、例え

ば後会客み会等々.

私は、前例路"を主歯医主張とする者ではありませんが、コンパス 地図 トーチといったツールが有れぽ、闇夜の中でも目的地に到着する事が出来る.

ルートや方法を自分で考える為にも、まずもって情報やツールを得る事が重要なのではないか'という鳳に考えます.そのツールや情報は、以外kイン

フォーマルな場置に依らばっている事が多い.という事も、以前から奪...じていました常夫会長をさせて頂〈に当たり情報収集をしてその夢を鮮明に実

感家しました.

パレスクラプは3年後、チャーターしてから半世紀を迎える大きな節目の前に有ります.当然の事ですが、規模や内容院到にして周年事業はやって来ま

す.又、次期i主パレスタラプがホストとなる束郡部舎が聞かれる事院確定しております.今期から準備が少しずつ始ま9ていき、徐々にメシパー一人一人

に何かしらのミフシ置ンも発生してい〈事でしょう.咽報ツールーコミユニクーシ冨Y この3点セヲトを閣に入札留婦の還曾を私なり懸命に考え、

行動していきます.

京都留の骨組弘何卒一年間宜し〈お腹いまします.

会長主題 Ready to fiy 

一歩前進と調和皆さんと共に

京都ウエストワイズメンズクラプ安田 繁治

今期の主題としましては..."，旬sy 歩前進と膏和脅さんと共に といたしました.

意味としましては、世前会長期にはニユ日メンバーも培えてお'年鰍層も若〈なり、そろそろ一歩ずつ皆きん前進

していきませんか'と冒今思いであります.

今までのウエストクラプの歩みと功績は忘れず橿銑L.気持ち駒には新生ウエストクラプ誕生であっても良いので

はと思います.衛生ウエストクラプ隆生のために、次のようなことを考えて怠ります.年備や経験に関わらず、忌

偲のない意見交漢の場金髭けたいと考えています.

また、竹回国首都信郁長の言葉でもありましたが、他クラプ例会や周年側舎にー人でも多〈のメンバーが偉クラプ方との交涜を僻してほしい IIとの意思味も

含給た会費補助も考えています.今期はウエストクラプからEMC主査を輩出しておりますので、委員会の普織に陪恩容を凝らし克実した例会をFライ

パー委員会と盛切上げて頂〈ょうお願いします.そして前周問機メンバー増強を期待します.

今期会長職を楽しみながら、頑張る所存でおりますので、夏なるクラプの飛躍のたbに、皆婦のご悔カをお甑い申しあげます.



各クラブ会長

会長主題 目c阻むJ-アクセル踏んで GOGO-

京都めいぷるワイズメンズクラブ北山 正隆

みなさま初めまして、京都のいぷるヲイズメシズタラプま調会畏の北山正貴と硲します.

入会をしてまだ2年 と恩9ていました:6"， 201-4.:年の「めいぷるタラプ」調剤年からクラプに入会しています.今

更ですれ月日吉唱つ早きを実感しています.

伽唱るクラプヨ珊の『主臨むはI'IC8D. fl.yJ -アクセル腸んで回国~です.

「メンバーのー入、ー人が自分i孟できるんだ Iやれるんだ]Jといった'いを感じる言葉にしました.方針陪今ま

で以上に新しい取り極みに働脆」それに陶かョてメンバーがみんなで前進してい〈盛賞金共虚したいと感じています.

抱負ほ、めいぷるクラプの先輩遣が縞いできた伝載を娘承をしつつ夏なる新鑑メンバーの獲得に全力を尽〈して寄ります.そしてクラプメンバー訊ー丸

となって新しステージに持ってい〈、そんなクラブにしていきたいと思います.

例えるなら、 「めい..る号jという事金、メンバーが1つ1つのパーツとな。てを走らせ新しい未聞の傘へ向かってい〈、そんな盛覚で取り組んでいきま

す.のい..るクラプを今後とも、よろし〈お願いします.

会長主題鮮の力で越えていこう II I 

~ひとりより二人、二人より全員で!-

京都キャピタルワイズメンズクラプ田中 升啓

入金させていただいて8年が糧ち、いよいよ今期金援をさせていただ〈ととになりました.会長主題は「停のカで

越えていこう 111 -ひとりよりニ入、ニ人より全員で ]-Jです.キャピタルクラプは次期に35周年を迎え

ます.私が入会させていただいた時におてていろいろな問題もあります意気 35周年に向かつてクラプメシバ』の

結束力を商のたい、そしてクラプの諸先輩方が今まで稽わられた年月を金員で越えていこうという，思いを込めて、

この会長主星といたしました.私人でできる事は限られていますが、メシバーのカを結集すればその限界を越え

ていけると思っています.束郡部の役員の方々や、今綱の他クラブ会長の皆様とも悔力し、またいろいろな事を震えていただきながら.私なりにキャピタ

ルクラプの会告をとして考えて千珊していきたいと恩っています.どうぞよろし〈お嵐いいたします]] 

会長主橿 「わたしたち」意識を大切に

-To be aware "we-feeling" and no one will be left behind. 

京都プリンスワイズメンズクラブ宇高 史昭

入会から2年半しかワイズメンズタラプの清風を知らない私がこの度会長という重責をお引受け撃しました.まだ

まだ知らないことづ〈しの私ですが、皆様のご支援を何本よろし〈お周買い申し上げます.

わがプリンスクラブは 宮前期 30周年の節目と共に衝会開催を初めとする京都衝の還替とタイトな一年金遺ご

しました.そのお険で、私にと。て訟、京都僚の位クラプをはtめ西日本区。東日本区の様々なワイズメンとの尚

会も副 交誌の棋舎を持ち、とても貴重な魁験をすることが出来たー年摘でした.

今期はその経験をクラプ遥営に請かして、ー人では出来ないととも集まれば、察ししカ脅唖揮出来るような話鋤を展開したいと恩います.ぞとでクラプ

メンバー全員が「私は jではな〈、 「われわれは j金書織すること----を大切にし、ー人ひとりをお互いに気遺い、維ー人取り残すことな

し新しいメンバーも包み込めるクラプ運営を心がけたいと思います.

この1隼どうぞ宜し〈お甑いいたします.

7 



会長主題一途一心

~ひたすらひたむきに~

京都センチュリーワイズメンズクラプ 駒谷 憲美

鋪隠""定穏4包シチ，'Jーワイズメンズタヲプ会長にを臼告されました駒得舗隆美です.宜し《おa買いします.今聞はお度目の

会長を拝命するとととな'ました.会長主題は〈ー途ー制劇巴は「ひたすら、ひたむき」です.

当クラプ払メンバ-ItOど取り巻〈覇献は決して業績できるものではありません.ただメンバーは入館杷砂金い分全員

のま・も高〈 例会設員会の隣席率は ほぼ1IX泌を維持しています.そういヲたメンバーなので、メンバーー人ひと

，合えひたむきに考え行鋤することで、今を乗り越えてメシパーを増やし皆で書ぴ金分かち合いたいと凪ョています.

今網に叫吋陰湿需の例会に加え岡山号な考えで開題を抱えている京:..のなかでメ川』問時前後のクラプ

と合同例会などを実施し、クラプの情性化をどんどん因。ていきたいと考えています.

又'"周年の記念の年になります方、道管の記念例会に変えて燕北復興支翠旅行をメンバ】と企画しています.常に謝野しいζとを考え、行動する1年にしていき今

後のワイズ活動巨大いに設に立つように調車りたいとおもいます.どうぞ宜し〈お嵐い致します.

会長掴協力=強力

~メンパー全員が協力し合い一つになれば、ぞれはとても強い力になり得る~

京都ウイングワイズメンズクラブ北川 雅俊

ウイ Jグタヲプは今朝、現周年を迎える大きな節目の期であります.

との犬切な記念すぺき年にわた〈しが決効た会長主軍は「協力=強力」です.メンパーー人とひりはとても弱〈弗カだけ

ど、メンバー金員が悔カし合いーつになれぽ、それはとても強いカになη得るのです.口で宵うのはたやすいけれども、

それを実行するとと怯むずかしい IIそれを乗り越えれるのがメンバーの協力です.多加が幽来な〈ても声かけだ9て大

切なカです.そして強力なカになります. r協力E強力JI 

メンバーが一枚場となり西日本区、全国1最強のクラプになれるように頑張りたいと思います.みなきん1年開よろし〈お

庫いいたします.

会長主題二回目のチャーターナイトを目指して

~例会の充実~

蹄 桝ワイズメンズクラプ大野 信幸

京都珊のスタッフの管制L今網のお着めご曹費様です.今期の捻演として、まず轟両足のクヲプ例舎の克実を上げます.例

会にご."をお・買いした〈 京都郁の智種のヤル気元気を浴中の例舎に多却して刺歳喝を、アドバイスを与えて下さ

い.浴中は下寵の"彊金抱えています.

格中ワイズメンズタヲプは今期で30年になります.'"有余名を擁したメンバーは現在 17名.私も4臓でチャターメ

ンバーで‘楽し〈クラプライフをエ....~!Iイして来ました.事訴'70蔵.三度自の会長です.

斬入:J;o・ーが瑚えないのは、何故か'

1 タラプ例会が鳴し〈舗帥)がない，

S例会5分前でもメンバーチラ*ラ?

5 委民会鑑績ができないみ新入メM ーとの交捜が希薄'

7若年に伴い、活揚が情極的'

9 社会人として、浴中の中では年鈴盤、聡寮肱対等であるぺき'

まだまだ、ご意見あるかと厄いますが，それでは、剣何す制ま良いのでしょうか'

2 タラプ例会体んでもお毎めなし'

4例会得了後5分後ロビーに憶も'

6. 30年の浴中の棒律?直属〉がウザイ?うるさい'

S艦週舶の奉仕がマンネリ化?

10若松噌測の意見を取り入れる、酌'，c."，提'があっても.

特効貨は有明ません、まず、 1から羽までの原闘が自分にあるのでは、と反省の考えをを持つ事.1個づっタリアー由来るものから館。まし孟う.納得できな〈ても

や切ましょう、行動しなけれ1:.稽強に努力してきましたか'現実は、今まで新入メンバーの増強由来なか。た.

二度目のチャーター目指して、黙ョて目棟に向かつて、ー衝に夢を摘きませんか'今携私の会長の彼自です.訟も入ヲてのVライパー雲員舎の充実?す.

楽しし魅出ある、事咽した〈なる例会の実強.例舎の司会者は、年聞のスケジュールで決定しておきます.例会の30分前に集合は当俄と思えるように".しま

す.側会後、 8J習がある以'"弘司を民会メンバーでロビーで絹ilUHfl:;~目指します.脅さん膨栓舎においては肝心な・き手です、強制はしません、しかし年聞

のスクジュールは決'0てい奮す.ー月に2'3闘の各3尋問、ワイズで旗長しませんか'
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各クラブ会長

会長主・ 「 手 をつなぎ、奉仕の輸を広げる」

~集( つどう)

京都エイプルワイズメンズクラブ 山根 拓也

京都三イプル ワイズ メンズタラプの第27JJ28網2年連緯の会長を拝命しまして、思うことは、何よりも会

員増強の必要性で京都:fU9タラプのうち9クラプが20名以下のメンバーで活動しています.

少鋼氏メンパークラブでは側会も 10名前後の尚廊でゲスト及び、グストスピーカーも招致する事さえ図障な状

況です. 

.. 子、見..タヲプの枠を越えたワイズの需がりの中で、魅力のある合同倒舎や、合同アタテイピティーを行ヮて、

入省絹音の裂樋民招致に需がる梶に稽劃したいと思っています.

京都榔のワイズメンズクラブの管織にご竃慢とご箇カ.，回顧いいたします.

会長主題 Love&Give 

~皆が主役 l誇りを持って溢れる愛で奉仕をしよう 1-

京 都内イルワイズメンズクラブ山本 啓介

会長主置は rLove&GiveJ副題として「替が主役、君臨れる愛で奉仕しょラ"といたしました.今期はグローバル

クラプが隆生して笥周年.四半世紀の太きな節目を迎える網となり.より一周のワイズメンである自負とメンバー

相互聞の嘗カを必要だと考えております.ワイズメンのモフトーである『強い義事檀を持と号、養護砿すべての権

利に伴う」を再度誕織し、.<誇りをもって国際社会・地域社会への奉仕に勤しみたいと考えております.

実りンパーー人ー人は鎌'"ではあります眠緑カでほありませんワイズは図体載です.栂々な立場で，"'・され

ておられてますので、智が樹乗る部分の貫きを負也、手分けすることでより多しより強大な事実を成すととが由来ることでしょう.25，周年記念事業ネ

パール学技量設もその結呆であります.

今儀却馬年倒周年と先を見通した奉仕クラブであるたのに、メンバーの脅さんと共区自己研・に励んでまいる所存です.

会長主題みやぴ創成

~新しいクラプを作る意気込 みで~

京都みやびワイズメンズ夕刊前 登

京都みやびヲラプも 25周年の節目の年になりました.

当初40名強でスタートしたメンバ-Itも議在tま10名と大願日こ誠少、この象年も新メンパーが入金して.. 忍会の

ー造一還のうちにしだいに棋少してゆ〈という毒者環を断ち切れませんでした.

今期陪従来のこの傾向をー通覧してメンバー全員が初bにもどり、傍が集うととを鶏しみにできる例会企画選管や、

クヲプ行事国見直しをもって新メンバーの積極助な獲縛をめざしてゆ〈つもりです.!とか〈智治匂亡しきのなかに担

没しまもヨがちな昨命ではあります訊今後の『みやびクラブ』ほどのような形加なのか、目指すぜ;;iltンは何なのかもメンバーの中でしっかり怠歯をして

煮笛硲てもゆきたいと思います.

今期25M訊みやびクラプの創成樹年度の意気込み2ヒ、今期にできなけれほ次期はないとの決意をもって臨みたいと恩います.
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会長主題 Heatto Heart 心と心で繋げるトップスの輪 l

京都トップスワイズメンズクラブ山下 大輔

クラプメンバー金買がbと心が遺巴合う仲買同併を作りよげて宥きた〈恩9 ております.

その仲間が出来れば自然と奉仕活動やボランティア話前、ワイズ稲積にもカが注げると思っております.

今回会長をきせて頂〈に当りもう 度自クラブの結束力を見顕め査し普からの良い所は引き継ぎ改善するところは

改善して、替で楽しめる、勉強できるタラプ橋働を考えております.

ぞれを実灘するおにも侯自身が金カで自クラプ、位クラプちんとの交波や畿隆を深めて犬切にして行きた〈思って

おりますのでこれからも何卒宜し〈お願い申し上げます.

会長主題 iLOVE AGA 1 N J 
~愛のある言動で人はつながる~

京都ト←トワイズメンズクラブ青木 禎一郎

私がタラプに入会した除脅きんがとても温かく迎えていただいたことを私は忘れていません.今まで湾岸問タラプ

泊喝随躍できたの怯メンバーや家蔵ふゲストなどに愛情を持って裳織し仲押聞としてやって来られたからだと思います.

入会した時の気持ちゃ仲間とやり進眠た当時の書ぴの共有なんか怯目需には中々無いのですがその気持ちをこれから

も忘れないで欲しいという憩いで主‘を n"，，，，国叫 kしました.

今年は20周年といろ節目の鋼でもありイベントも盛りだ〈きんどぎいます、そのひとヮひkつを全員で建情を

持ってやりきりたいk思います.

今期の抱負は、怠事ですが今までに様々な形で「ー香'J (.名簿含む)を盤得してきた所語チャンピ調ンコレクターでご酢ョますので今嫡の目標として何か

の形で「ー香jがkれたら良いなと考えております.今期ほ周年のクヲプS事い却でもありますので合同例会や親雄事業等あれ低積極的にクラブ全体で多

加していきます.皆犠何卒よろし〈お厩ぃJtします.

会長主題 「やさしく 楽しく!J 
~仲間を増やそう~

京都購ワイズメンズタラプ大槻 裕樹

14期日の会長を受けることになりました大視です.，度目の会長になります.

会長主題を『守きしく 楽し(!Jとしました.，、きなクラプでこじんまりとまとまるのではなく、例会にグスト

が事却してもらえるよう、様々な仕揖けをしてゆきたいと思っています.兎足率金上げて増強につなげるこkが最

大の目橿です.話動では、祇目医療宵山でのクリーン橋鋤では、他クラプにも呼ぴ掻けて今までも多〈の多加をいた

だきましたが、今まで以上にカを入れてゆきたいと考えています.また'sの四ノ宮祭りでも同織の積動を展開

し、地繍での事仕と広報活動につな伊ていきます.山科曜蘭地域を~ースにした京税クラブはそのことをしっかり強み2ヒして、展開できれば増強も夢ある

活動になってゆきます.ワイズはクラブ名に，.ず地埠名を入札ることになっていますが、京都の東漫の地に根の張ったクラプづ〈りを"..てゆきたいです

ね.もちろんYMCAへの奉仕もリトセンでの皿設いを中心に要望にSえてゆきます.なれ合いの優しきでな〈、人として写室し合える「やさしさ」を字

ペるのがワイズメンだと思っています.1年開会長という役檎を楽しみたいと思います.

10 



各クラブ会長

会長主題有言実行 ~常に前へ~

京都h ルワイズメンズクラブ谷 学

京都ウ>ルワイズメシズタラプ甑咽の会長をさせて羽〈ことになり、身が引き締まる患いと同時に楽しみでもあ

ります.この1年問、ウ>ルタラプま勿輸のことワイズメンズタラプの更なる発展のおに精一杯、そして楽しむ事

を忘れずに高張っていこうと恩っています.

昨手タラプメンバー裁が待望の10人に脅建L、錘やかではあります泊晴晴よがりのよ鼻の嵐が吹いています.このよ

鼻の鳳を止めるこな〈更に強い鳳を吹きこみメシパー場輸を目指します.そのおに新たな目裾(事象)を定め その

目標建成のおに必要不可欠な人員を集めるとい。た目的意憶と偽意を持。て、取り組んで行こうと考えています.

Yザ事業を中心に活動を行っていた当タラプですaえメンパー噌貝に伴いCS事業の「動物愛感セシター」支援を継嘗事象として昨挙から取組み鎗@まし

た.今司書除更にCS事業を増やす省の単備期間を霞け、例会・事業との関係な〈勉強する為、交濯を兼ねて取組みをされている他のクラプ様への事象へ.

加害せて頂こうと恩。ています.また小人裁クラプ共同で行う合同例会の開催を継般事象として、 EMCと交施を兼ねて他クラブ様の発震にも積極的に協

力ができれぽと考えています.

今期の会喪主題は「有冒実行」としました.個人的に「有冒実行」の言葉は、時にプレッシマーになり脅しみ替労に悩み憤きれそうになったりします.で

す宮、この冒2障が農功逮夜に噂いて〈れるのも事実でした.そして楽して途虚できる目標に大きな喜び除あまり無いと思います.

最後にタラプメシパーの皆きま、どうか金民で目棟を共有し進康までの替労も共にし、達成後の喜びを皆で分かち合えるように一緒に頑張りましょラ.

そして京侮歯車と同期の会畏の皆さま、今厳が過去最高の綱と需り継がれるような測になる総お互い協力しあい震張。て行きましょう.

そして、また乗しい集沼を味わえれば最満です!

会長主題“枠"-みんなで繋がろう

京稲 田Oワイズメンズクヲプ堂脇 武

私訟、 ZEROタラプの第8躯会長の震・です.

会長主題は....-みんなで奮がろう~

当クラプも倒周回e迎え、また今期部長輩出クラプとして京都術部舎を企画・運営しな吟ればなりません.そのた

のにもクラプの温犠も越えた入との事がり、また今まで以上にメンバーひとりひとりのカをーつに結集し、奮がり

“紳・をより標めてい〈ととが必要かと考えます.

メ仰いそれぞれ取切審〈環境は遣います、家""仕尊民健康、経様、地域など

それぞれがバランスよしうま〈行かない場の方が多いと思います.

私自身これまで仕事のことや家集のことなどでメンパいには多大なご遊感をおかけしております.現率も家族からはなかなか理解を得ることが由来ない状

況です.正童、無理をせず、やめて楽になりたいと思う気持ちもあ。ます.

なぜ'纏けているのか!これまで続けて来られたのか ーいろいろ考えてみました.

以前会長のオファーもお断りし委員長としてもろ〈な活動も由来ず ましてや倒会への倒席もままならない時調もありました.またチャーターメン

バーとしてこれまで沢山のメンパーがこのタラプを去。て街〈ところも観てきました.

理由除、人それぞれです抵当然どうすることも尚来ない事情もあると思います.

私肱、とのクラプが荷量で知り合った、た〈さんの仲間から知らず知らずのうちにいろんな事を学んできているように思います.鐙験.. 立場の追う低様、仕

事だけでは学ぶ事が由来ない系人とのいろんな闘bりからしか得るこkの由来ない事があるように思います.その様本は、人とひととの奮がりであり

....であると考え、それぞれ自立した個々がた〈まし〈嘗がる事が出来れば、本当の車市長ず幹事誕ま切クヲプが楽し〈有意aな舗になることを甑い今郷

の主題にさせて頂きました.

どうぞよろし〈お甑いします.
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会長掴 「夢H希望」未来へ舞う -D問 叫H帆Let's酔白血Future!-

-1今Jというかけがえのない時聞を共に進もう!-

d田郡フロンティアワイズメンズクラプ 塩見 昌行

201時、京都府北歯車の舞舗にて発足しまして、 10か月合唱ちました.霞立委員会の皆様をはじめ、多〈の方々か

らのご指導を頂きながら右省主位iまするものの‘無事に第一郷を終える事が幽来ました.

しかしながらクラプとしての核になる話勘が見つかっていないの書唱伏です.

第=周を迎え寓.怯山.<みですが、チャーター時のフロンティアスピリヲトを忘れ.，.，直前会長のもと築いていた

だいたクラプ遂営の基纏金基に、会員の鮮を強めて、社会§仕、 YMCA嘗カ等の使命を忘れ宇、メンバー全員で

知恵を絞りそれぞれの個性を鎗侮し、共に考え活動し、成長しながら、 「北京都フロンティアワイズメンズタヲプの毛布J>なる活動を見つけ、今後大釜を

舞う僑のように漢を広げ、大き〈羽ぽた〈た~の話鋤の足掛か切となるように取り組んでまいりたいと者えております.

活気温正悦る北京都フロンテイアクラブらしいクラブ創りが出来るような 1年にして寄ります.

今後ともよりー層のご潤噂ご寝箪を脳ります紘よろし〈お酌唱し上げます.
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第22期京都部予算(案)
2017.07.01-2018.08.30 

収入由部 単位円

科目 四期決車額 21期仮決算姐 22期予草恒 備 考

部費 1.633.7回 1.635.400 1.679.600 ...人(連絡主事免除)岬3，相自製21期後期半年報

部活動撮助金1 1回.0田 100.000 1田，曲。 西目本区から郁律

部活動撮助金Z 98.200 回.8凹 99.800 匡よりメンパー1人当たり草加，..脚人(特別"何回名含む}

西日本区ファシド収益 o 。 。

剰息 315 13 。

単年度収入IJ、計 1.832.215 1.829.213 1.879.400 

前期繰越壷 1.482.923 1.720.340 1.816.088 

西日本区支援金 50.000 150.000 50.回。 yyyフォーラム

合計 3.365.138 3.699.553 3.745.488 

支出由部 単位円

科目 四期決車額 21期置決)1:掴 22期予草恒 備考

主査・ニ役活動費 1凹 .0田 100.000 120.曲。 主査・.R委員長活動費@￥四.町lOX6事提

部事業費 686.086 718.874 585.曲。

金融費 88.600 23.760 120.曲。 禽櫨禽場費

印刷費 77.801 105.062 150.曲。 郁報会陣資事ヰ等

部会補助費 459.459 485.000 517.曲。 @￥1.国間517人(遺骨主事を含む}

研修費 190.0田 238.000 255.曲。 研修含量録費(10月.3月}

通信費 42.086 52.542 50.凹O郵便・電話・部*ムヘグ維持費

支通費補助費 o 30.0回 30.凹O

事務費 758 30.227 30.凹O名刺作成費(11人〉等

慶弔費 o 100.000 20.凹O

公式ビジター受入費 o 。 50.凹O

単年産支出小計 1.644.798 1.883.465 1.927.回目

次期繰越壷 1.720.340 1.816.088 1.818.488 

合計 3.365.138 3.699.553 3.745.488 

特別会計・収入曲部 単位円

科目 四期決揮橿 21期置換)1:橿 22期予草恒 備考

前期繰越壷 394.958 354.526 309.526 

在車。ヲフ支援金 160.0田 185.000 3田，曲。

般会計より振替 o 。 。

合計 554.958 539.526 609.526 

特別会計・支出由部 単位円

科目 四期決揮橿 21期置決)1:掴 22期予草題 備考

GCS支援壷 1回.0田 200.000 3田，曲。 囲陣・ユース支揖(GCS‘YC噂}

YC支援金 o 30.0回

予備費 1回.432 。 STEP. 

次期繰越 354.526 309.526 309.526 

合計 554.958 539.526 609.526 



14

第22期京都部予算案(支出明細)
2017.07.01-2018.06.30 

単位円

科目 細目 20期決算額 21期仮決算額 22期予算額 備考

主査活動費 Yサ・ユース 20，000 20，000 20，000 

EMC 20，000 20，000 20，000 

地域奉仕・環境 20，000 20，000 20，000 

国際・交流 20，000 20，000 20，000 各事業・三役活動・運営費等

メネット 20，000 20，000 20，000 

PR委員長 。 。 20，000 

一役活動費 。 。 。

小計 100，000 100，000 120，000 

部事業費 yyyフォーフム 55，199 50，000 50，000 西日本区より補助分

CSチャIJ'fイーポウリング 40，000 40，000 40，000 

事業懇談会・委員会 46，060 。 60，000 5事業30∞X2固+PR3∞日X10固

ワイズデ一事業 180，000 106，250 200，000 

合同メネット会関連 。 50，000 100，000 

PR委員会(広報事業) 60，000 60，000 60，000 

北京都ヲロンテイアクラブ限立感. 304，837 400，000 。郁より却叩伺円酉日本区より1田，醐円【21期}

主査PRビデオ作成費 50，000 

予備費 。 12，624 25，000 

小計 686，096 718，874 585，000 

会議費 評議会・役員会 88，600 23，760 120，000 ホテル、マナホール、教室使用料

印刷費 部報 68，000 86，400 100，000 印刷1報+，トムヘ・ーシ'2報3報

会議資料 9，801 18，662 50，000 評強会・役員会・=役会資料作成

小計 77，801 105，062 150，000 

部会補助費 京都部部会補助 459，459 485，000 517，000 1，∞日円 X517名(主事含む)

研修費 部長 17，000 17，000 17，000 10月次期役員研修会

次期部長 32，000 34，000 34，000 10月次期役員研修会，3月次期会長主査研修会

次期主査 80，000 85，000 102，000 3月次期金量主査研修会側17，曲0.6事章}

次期=役 58，000 102，000 102，000 10月・17，OOOX3名、3月・17，OOOX3名

資料代 3，000 。 。

小計 190，000 238，000 255，000 

通信費 郵便・振込手数料等 9，146 19，602 10，000 

部・ホームページ関係 32，940 32，940 40，000 .-1¥'.ー桝金25920円+ト'J{ン維持費7020円

小計 42，086 52，542 50，000 

交通費補助費 西日本区事業主任交通費 。 30，000 30，000 

事務費 事務備晶 756 30，227 30，000 事名刺作成費

慶弔費 。 100，000 20，000 

公式ピジ告ー受入費 。 。 50，000 

支出合計 1，644，798 1，883，465 1，927，000 

特別会計・支出の部 単位円

科目 細目 20期決算額 21期仮決算額 22期予算額 備考

GCS支援金 100，000 200，000 300，000 1 国際・ユース支援(GCS、YC等)

ユース支援金 30，000 

予備費 STEP等 100，432 

次期繰越 354，526 309，526 309，526 

合計 554，958 539，526 609，526 
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