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京都部ＥＭＣニュースレター
★ＥＭＣ事業主査 主題★
クラブ生命の無限性～魅力のあるクラブを作ろう！
－京都部６００名にむけて、プラス１０％の会員増強を目指そう－
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編集
京都部ＥＭＣ主査
京都キャピタルクラブ
山口雅也
連絡先

来月 12 月はＥＭＣ－Ｅ の強調月間です
2022 年のワイズ 100 周年までに、エクステンションに挑戦
エクステンションを支援する為の『ＹＥＳ献金』に各クラブのご協力をお願いします

ＥＭＣ親睦ＢＢＱ大会京都キャピタルクラブ事業実施報告書より
平成３０年９月２９日、ＧＡＦＵ ＤＩＮＮＥ
Ｒ（ガフーダイナー）にて、京都キャピタル
クラブさんの『ＥＭＣ親睦ＢＢＱ大会』が開
催されました。
（以下は、EMC 事業実施報告書より）
メンバー、家族及びゲストが親睦を 図る
為、バーベキュー大会を開催しました。台風
の影響で会場を屋内に変更し、メン 15 名、メ
ネット 5 名、特別メネット 1 名、コメット 5 名、
メンバーゲスト 4 名の合計 31 名が予定通り
集まり、食事をしながら懇親を図りました。参
加者は自己紹介と共に、「最近良かったこと」
を発表していただき、良いのか悪いのか微妙

ＥＭＣアワーオープン

京都市下京区中堂寺
庄ノ内町４５－９

（以下は、ブリテンより抜粋）

e-mail

メンバーの皆さんのご協力により、多数の
ゲストが参加され、中には若い学生の方々
や女性の方々も多く参加されました。松浦会
長のアットホームな挨拶から始まり、会食は
和やかな雰囲気でゲストの方々と懇親を深
めることができました。20 時から「世界最強
日本料理」と題してのご講演を、京料理木乃
婦 料理長 高橋拓児様より頂きました。中
国料理やフランス料理とのカロリーの差、グ
ラム数や歴史等、日本料理の奥の深さを教

fwnc9257@mb.infoweb.ne.jp

会長 吉井崇人さん
ＥＭＣ担当 椿森昌史さん

京都グローバルクラブ ブリテンより

平成３０年１０月３日、リーガロイヤル
ホテル京都にて、10 月第一例会ＥＭＣア
ワーオープン例会が行われました。

〒６００－８８１４

なお話しもあって、笑顔が満載の会となり
ました。4 名のメンバーゲストも楽しんで
いただけたようで、再会を約束させていた
だきました。1 名は入会の意思を確認す
ることができました。

えていただきました。ゲストの方々も興
味津々に聞いておられました。また、例
会終了後も二次会にてゲストの方々とメ
ンバーがお酒を酌み交わし、親睦を深め
ていました。会員増強に繋がるとても有
意義なオープン例会となりました。

会長 松浦秀樹さん
ＥＭＣ担当 吉山裕基さん

京都部会員数５０７名
＜お便りお待ちしてます＞

期首より＋８名

や、会員異動報告書、ク

今期４９９名でスタートした京都部です
が、10 月に３名の新しい仲間を迎えること
が出来ました。１名の退会があり、１０月末
の時点で京都部の会員数は、５０７名となり
ました。

ラブブリテンなどを元に、

・期首会員数と１０月末の会員数
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（京都・北京都を略 敬称略）

ご入会されたメンバー

各クラブのウェブサイト
を訪問して、ブリテンを

１０月に入会されたメンバーです。

拝読しています。毎月

京都ＺＥＲＯクラブ

田端 眞人さん

スポンサー：西村寛子さん

更新をかけていただけ

京都ＺＥＲＯクラブ

辻野 紀子さん

スポンサー：西村寛子さん

ますと嬉しいです♪

京都めいぷるクラブ

林 正樹さん

スポンサー：岩見祥司さん

各クラブのウェブサイト

クラブ紹介リーフレット

パレス・キャピタル・東稜クラブ

の閲覧は、京都部のサ
イトのリンク集がとって
も便利 (^-^)/~
京都部公式ウェブサイト

http://ys-kyotobu.jp/

京都パレスクラブさんのクラブ紹介リー
フレットには、6 名の「メンバーの声」と
して入会して感じていることが書かれて
います。京都キャピタルさんは、ワイズ
メンズクラブの目的や各事業委員会

の説明が詳しく記載されています。京都東
稜クラブは、クラブの活動方針や「お互い
の親睦を計るために」という文章が掲載さ
れています。３クラブ共に、Ａ４サイズを三
つ折した体裁のものになっています。

編集後記
10 月 11 日にＺＥＲＯクラブ
さんの 10 月第一例会に参
加いたしました。お二人の
方の入会式に立ち会うこと
ができました。すべてのワイ
ズメンが最初に体験する入
会式ですが、「入会式式文」
を読み上げる会長さんにと
っても、クラブにとっても格
別の瞬間だと思いました。

部長公式訪問の随行で
は、メンバー増強、そしてク
ラブ活性化を考える際に、
「メンバー間の親睦」を第一
にお話しています。お互い
に尊敬できるメンバーとの
親睦を深めることで、信頼
関係に基づいた気付きを得
られたり、クラブの中に居場
所を作ることが出来ると思
います。そんなクラブだか

ら、「人を呼んでこよう」とな
るのだと思います。
クラブ紹介リーフレット
は、『ワイズデー』の際にパ
レスクラブさんのものを入手
して、少しご紹介しました。3
クラブ以外にも作成されて
いるかと思いますが、ＥＭＣ
をサポートするツールもいろ
いろ工夫されているなぁ。と
新たな発見でした。

