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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－

目次:
• ＥＭＣ討論会
（京都ウィング）
• ＥＭＣ１００人例
会
（京都 ZERO）
• 京都部会員数
５１４名
• こんにちは！
• 編集後記

第２回 EMC フォーラム開催予告 ２０１９年２月４日（月）ホテルモントレ京都
下半期を有意義に活動し、各クラブの交流と情報共有を目的として開催します。
前回同様、多数のご出席を賜りたく、お願い申し上げます。

ＥＭＣ討論会

京都ウィングクラブ事業実施報告書より

平成３０年１０月２７日、京都 YMCA に
て、京都ウィングクラブさんの『ＥＭＣ討論
会』が開催されました。 １８名参加。
（以下は、EMC 事業実施報告書より）
事前に今のウィングワイズメンズクラブに
ついて思っている事のアンケートをとり、その
中で以下のテーマを決めて討論する機会を
設けた。

各々思っている事を述べてもらい、その
後の懇親会でもその話の延長してる部分
もあり、より一層ウィングに対してメンバ
ーの深まりが持てたと思います。

会長 佐藤昌利さん
ＥＭＣ事業委員長 小田竜哉さん

１）例会のあり方について
２）新人メンバーがより早く、深く、クラブを
理解できる方法について

編集
京都部ＥＭＣ主査
京都キャピタルクラブ

ＥＭＣ１００人例会

京都 ZERO クラブ事業実施報告書より

山口雅也

京都市下京区中堂寺

平成３０年１０月２５日、ウエスティン都
ホテル京都にて、京都 ZERO クラブさん
の『ＥＭＣ１００人例会』が開催されまし
た。 １２１名参加。

庄ノ内町４５－９

（以下は、クラブブリテンより）

e-mail

準備段階では１００名の参加が厳しいので
はとの声もあったが、メンバーの協力のおか
げで他クラブからの参加者４８名ゲスト４５名
メネット６名メンバー２２名合計１２１名という
大勢の参加となった。感謝である。

連絡先
〒６００－８８１４

fwnc9257@mb.infoweb.ne.jp

「万病撃退―腸が免疫の鍵だった」と題して
二名の講師をお迎えしての講演は、日ごろの
健康管理に有意義なものとなり皆様に喜ん
でいただける内容であったのではと自負して
いる。何気なく口にしている食事に少しの気

配りをする事、あるいは日常生活の送り
方でほんの少し体幹に気を配って体を
鍛えることで、諸々の疾患から逃れられ
るという事に気づかされる時間となった。

会長 佐古田正美さん
ＥＭＣ事業委員長 西村寛子さん

京都部会員数５１４名
＜お便りお待ちしてます＞

期首より＋１５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、1２月に９名の新しい仲間を迎えること
が出来ました。１１月に１名の退会があり、
１２月２２日の時点で京都部の会員数は、
５１４名となりました。

ラブブリテンなどを元に、

・期首会員数と１２月現在の会員数

このニュースレター
は、ＥＭＣ事業報告書

不定期に発行していま

京都

29 名 29 名

±0

す。主査への報告書や、

パレス

64 名 64 名

±0

お便りをお待ちしていま

ウエスト

36 名 36 名

±0

すね！

めいぷる

24 名 25 名

＋1

キャピタル 33 名 34 名

＋1

プリンス

＋1

16 名 17 名

センチュリー 8 名 9 名
＜ お知らせ ＞

こんにちは！

期首＋１０％の増強を！

ウィング

45 名 46 名 ＋1

洛中

18 名 18 名 ±0

エイブル

14 名 15 名 ＋1

みやび

10 名 10 名 ±0

グローバル

45 名 48 名 ＋3

トップス

49 名 51 名 ＋2

トゥービー

33 名 33 名 ±0

東稜

14 名 16 名 ＋2

ウェル
ＺＥＲＯ

8名

7名

-1

25 名 28 名 ＋3

フロンティア 28 名 28 名 ±0

＋1

（京都・北京都を略 敬称略）

ご入会されたメンバー

★後期半年報の提出
２０１９年１月１０日まで

１２月に入会されたメンバーです。

（１月１日現在の人数で

京都グローバル 豊田秀哉さん

報告お願いします）

京都グローバル 松宮健之助さん

提出先：京都部部長迄

京都グローバル 北村健一さん

スポンサー 森下克己さん

用紙は西日本区書記

京都キャピタル 伊吹純也さん

スポンサー 吉井崇人さん

から送付されます。

京都キャピタル 黒木宏知さん

スポンサー 椿森昌史さん

京都トップス

藤澤勝己さん

スポンサー 清水 寿和さん

京都トップス

神谷修平さん

スポンサー 河合 博之さん

京都 ZERO

南方陽介さん

スポンサー 西村 寛子さん

各クラブのウェブサイト
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/

スポンサー 森下克己さん
スポンサー 森下克己さん

編集後記
年の瀬を迎え、気付けば
半期を終えようとしていま
す。これまで各クラブにおい
ては様々なＥＭＣに対する
お取り組みを企画、実施い
ただきまして心より感謝申し
上げます。そしてその取り組
みが形となって現れてきて
いるように感じます。
EMC 事業実施報告書も７
クラブ計１１通をいただき、

このニュースレターにご紹介
できていない事業もまだま
だございますが、順次お知
らせしていきたいと思いま
す。
来年になりますが、２月
に「第２回 EMC フォーラム」
を開催いたします。年間計
画では、EMC 懇談会を予定
していましたが、よりたくさん
の方々と交流し、今期の目

標を達成できるように皆さん
で情報共有したいと思いま
す。既にご案内は会長様へ
お送りしていますので、前回
同様、多数のお申込みを心
よりお願い申し上げます。
来るべき新年に向けて今
年を振り返り、新たな気持ち
で進んでいきたいと思いま
す。ご協力のほど、どうぞ宜
しくお願いします。 （山口）

