2017～2018 年度
日

時

2018 年 4 月 6 日(金)

場

所

廣井様事務所

出 席

者

(敬称略・クラブ名称一部省略)

第 10 回京都部役員会議事録

19:00～

竹園憲二部長(ZERO)、川上孝司次期部長（パレス）
、廣井武司直前部長（プリンス）
高田敏尚監事（京都）
、藤尾実統括連絡主事（京都 YMCA）
合田太一 YMCA サービス・ユース事業主査(京都)、千賀修地域奉仕・環境事業主査(パレス)
塚本勝己 EMC 事業主査(ウエスト)、宮越寛メネット事業主査(ZERO)
金原弘明 PR 委員会委員長（キャピタル）
、高倉英理事務局長(ZERO)
中村隆司書記(ウェル)、吉田真理書記（トゥービー）
、西村和真会計(洛中)
欠 席

者

髙坂訓国際・交流事業主査(トップス)

開会・進行

中村書記

開会挨拶

竹園部長

議長・議事録作成者選出

中村書記
議長：中村書記

議事録：吉田書記

の選任

インフォメーション・報告
部長報告

西日本区役員会 4/8.9 出席予定
ユースコンポケーション（ウエスト市橋コメット/ZERO 佐古田コメットの 2 名参加
西日本区：4 万円/人

各事業主査・委員長活動
・YMCA サービス・ユース事業

3/10 全国車いす駅伝大会
3/10 卒業リーダー祝会
3/14CATT 合同例会
3/17.18 ミニバスケット大会
3/22 ウエストクラブ Y サアワー例会
3/25 リトセンチャリティーゴルフコンペ

・EMC 事業

3/14 パレスクラブ入会式
3/23 京都部 19 クラブ合同交流会
3/25 リトセンチャリティーゴルフコンペ

京都部：2 万円/人）

・国際・交流事業

3/23 京都部 19 クラブ合同交流会

・メネット事業

3/10 全国車いす駅伝大会
3/23 京都部 19 クラブ合同交流会

・PR 委員会

3/14CATT 合同例会
3/16 第 7 回 PR 委員会
3/17.18 ミニバスケット大会

＜議案＞
１．第 9 回役員会議事録に関する件

全会一致で承認

２．京都部 CS チャリティーボーリング決算に関する件

全会一致で承認

収入 438,000 円／支出 351,100 円／/収益金 86,900 円
収益金 86,900 円は地域奉仕・環境事業「東日本大震災・熊本地震復興支援」への献金とし、
西日本区地域奉仕・環境主任へ京都部西村会計より送金

３．GCS 支援金に関する件

全会一致で承認

支援金 20 万円を YMCA へ献金（3/26）

4．第 11 回京都部役員会に関する件
平成 30 年 5 月 11 日（金）19 時～

全会一致で承認
京都 YMCA

議事確認

ＹＭＣＡからの報告・連絡事項

（別紙参照）

・YMCA 三条保育園開園
・三条本館ご利用方法変更のお知らせ
・「みんながつながる」YMCA デー
・リトリートセンター夜桜フェスタ
・サバエ・リボーン・キックオフ・パーティー
・京都 YMCA 人事の件

川上孝司次期部長講評
京都部横断幕は次期も使用していきます。
リトリートセンター・サバエの問題を個々に検討していきたい。
YMCA と共に歩んで色々と深く知りたいと考えている。

廣井武司直前部長講評
YMCA のキャパの問題（教室など）
残り 2、3 ヶ月ドロップしないように頑張りましょう。

高田敏尚監事講評
3/23 開催の京都部 19 クラブ合同交流会は非常に良かった。
行事が増えていくこともバランスを考えていかなければならない。

竹園憲二部長閉会の挨拶
チャリティーイベント（CS ボーリング、EMC ゴルフコンペ、等）の商品提供有難うございました。

閉会

京都 YMCA

2018 年４月６日

2017～2018 年度

第 10 回

ワイズメンズクラブ京都部役員会

京都 YMCA 報告
１．YMCA 三条保育園 開園
京都 YMCA 三条本館の耐震補強・改修工事が終わり２階フロアに YMCA 三条保育園が開園しました。
後日、会員の皆様を対象に、お披露目会を予定しておりますので、ぜひご参加ください。
２．三条本館ご利用方法変更のお知らせ
別紙参照
３．
「みんながつながる」YMCA デー
東日本大震災から 7 年、そして熊本地震から 2 年。見た目の復興が進むとともに、人々の意識が弱まり、支援
活動も少なくなりつつあります。しかしその一方で、継続的な支援活動はこれからも必要です。
中日本地区 YMCA では、震災被災者の支援活動にご協力を呼びかけること、被災された方々の復興へ後押し
とすること、
またリブランディングによって生まれ変わった YMCA を多くの方に知っていただくことを目的に、
２０１８年シーズン阪神タイガース主催、対東京ヤクルトスワローズ戦を協賛します。ぜひご参加ください。
日時

４月１４日（土） 午後２時 試合開始

会場

阪神甲子園球場

お申込み方法

各クラブで以下の①②を取りまとめいただき、京都 YMCA 事務局までご連絡ください。
①チケット付チャリティー協力（大人 4,000 円×＿＿口、子ども 2,500 円×＿＿口）
※当日試合観戦にお越しいただく方のお名前をお知らせください。
②チケット不要でチャリティー協力のみ（一口 3,000 円）

お申込み・お問合せ

京都 YMCA 三条本館１階事務局（担当 藤尾）
（ＴＥＬ）０７５-２３１-４３３８/（ＦＡＸ）０７５-２５１-０９７０
（Ｅ－ｍａｉｌ）kyoto@ymcajapan.org

４．リトリートセンター夜桜フェスタ
日時

４月２２日（日）午後４時～７時

会場

京都 YMCA リトリートセンター（宇治市二尾宇川１８）

参加費

大人（中学生以上） ２，０００円/名、小学生 １，０００円/名、幼児 無料

※無料送迎バスもあり（定員になり次第締切）

公益財団法人

京都 YMCA

〒604-8083 京都市中京区三条通柳馬場東入中之町 2

Tel 075-255-4709

Fax 075-255-2087

京都 YMCA

５．サバエ・リボーン・キックオフ・パーティー
日時

５月６日（祝）午前１１時～午後３時

会場

京都 YMCA サバエ教育キャンプ場

参加費 ２，０００円
（4 月 30 日（祝）午前 9 時-15 時 サバエ草刈ワーク）
６．京都ＹＭＣＡ人事の件
久保田展史主事 4 月 1 日より出向先の関西セミナーハウスから京都ＹＭＣＡに帰任
業務として本部業務、保育園関連業務、及び専門学校の広報関連業務をサポート
事務所は２階保育園事務所勤務となります。

公益財団法人

京都 YMCA

〒604-8083 京都市中京区三条通柳馬場東入中之町 2

Tel 075-255-4709

Fax 075-255-2087

