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無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなど、いっさいの悪意とともに、みな捨て去りなさい。
お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなたがたを赦してくださっ
たように、互いに赦し合いなさい。 （エペソの信徒への手紙 ４章31、32節）

８月
Youth
Activities

Y's ユース、Y's コメット、Y リーダーに次年度のユースコンボケーションへの
参加を積極的に呼びかけてください。
YY フォーラムの実施 部ユースクラブ設立特別委員会の設置、活動を始めてく
ださい。 橋崎良治 Yサ・ユース事業主任

在籍者数 28名
第一例会 26名
第二例会 27名
ゲ ス ト 5名
出 席 率 100％

切 手 0ｇ
現 金 0円
累計切手 0ｇ
累計現金 0円
Ｊ Ｗ Ｆ 0円
ＪWＦ累計 0円
ＦＦ累計 0円

第一例会 8,000円
第二例会 12,000円

累 計 20,000円

4,500円

累 計 4,500円

献 血 0cc
成 分 0名
累 計 0cc
成分累計 0名

第一例会 3,460円
第二例会 3,089円

累 計 75,339円

百 花 繚 乱 京都部
京都部部長 大 槻 信 二

（京都センチュリーワイズメンズクラブ）

「百花繚乱」、この言葉を辞書で引
くと、「様々の花が彩り美しく咲き乱れ

る様」と共に、「優れた業績や人物が、一時期に数多く
現われること」とあります。

現在、京都部は、西日本区において25％超のメンバー
を擁する最大の部です。ここに至るには、諸先輩の素晴
らしい能力とご努力がありました。又、クラブの垣根を
越えた交流と協働も数多くありました。然しながら、現
在の京都部において、ややもすると、自クラブ内で完結
しているメンバーを見ることが多くあります。これは、
その所属するクラブが成熟していると言えなくはありま
せんが、どこか物足りなさを感じるのは、私だけでしょ
うか。メンバー個人や個々のクラブが、たとえ素晴らし
い感性と能力を持っておられても一人、１クラブで出来
ることと、その素晴らしい特性を外部と影響し合い協働
する中から生まれ出る大きなパワーを使って出来ること
は、おのずから異なります。

18クラブ、450～460名のメンバーが、夫々の能力と特
性を持った、優れた華、蕾だと確信しています。その華

を美しく咲かせて頂ける様、又、蜜蜂や、蝶の様に、咲
いた花の花粉を運び、次の時代に繋いで行くことが、部
に与えられた使命の様に思います。

又、部外特に、区に対しては、この部内で生まれた動
きを伝えて行くと共に、併せて、その責任も自覚しなけ
ればならないと考えています。

今期は、西日本区2000を目指すスタートの年です。尚
更、京都部に課せられたものの意味合いを真剣に考えて
行かなければならないと思います。又、区にはプロジェ
クトを立ち上げるからには、2000名が達成できた先には、
何があるのかという明確なビジョンを打ち出して頂ける
様、区役員の一員としても、努力して行かなければなら
ないと考えています。
「百花繚乱 －京都部－」、ダイナミックなうねりを発

信し続ける京都部を原点として活動して行きたいと思い
ます。そのために、是非とも、京都キャピタルワイズメ
ンズクラブのお力をお貸しください。宜しくお願い申し
上げます。
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2006年７月４日（火）
於 ウエスティン都ホテル京都

西日本区よりワイズ必携編集特
別委員会委員長委嘱状を会長よ
り伝達される岡本さん

新鮮づくしの「Kick-Off」総会

金原 広明

大門新会長による初めての点鐘が鳴り響き、７月第一例会は

幕を開けました。2 月に入会させて頂いた私にとっては始めて

のKic-Off 総会です。

何とワイズソングは英語で歌うとのこと…英語が得意ではな

い私は、配られた歌詞を凝視し、たどたどしく歌詞をたどるの

がやっとでしたが、新しい期が始まったのだと新鮮な思いにな

りました。

大門会長による初めての会長挨拶では、少し緊張した面持ち

の中、「メンバー増強」を最大のテーマとすることを改めて述

べられ、その強い信念と意気込みを感じさせられました。食前

感謝の前の賛美歌斉唱も、新しい趣向でした。村田さんの生演

奏をバックに皆で賛美歌を斉

唱、やはり厳かな気持ちにな

ります。

総会では、全ての議案がつ

つがなく承認されていきまし

たが、中でも、今期の事業計

画の報告は各新委員長の皆様

が、会長主題である 「○と の

関係」に沿った事業方針を掲

げた発表を行い、厳粛な雰囲

気の中、新しい期が始まった

のだと、非常に新鮮な印象を

受けました。

大門新会長の下、「Once more we stand」の思いを持った

例会となりました。

2006年７月18日（火）
於 ウエスティン都ホテル京都

聖句の解説 恨みや敵意を心に抱いたままでいると、体

や心にさまざまな悪影響を及ぼします。神様は、否定的な

感情を「みな捨て去りなさい」と言っておられます。

そして人を赦すことを学び、前向きで健全な態度で他の

人に接することができるようにと言っておられます。

ごめんなさい

７月号に間違いがありました。
１頁 会長主題 ８月号から訂正。HP 分は間違

いありません。
６頁 リトセン参加者に追加

岡村直人、村田深砂子、吉井崇人

京都部のトップを切って

部長公式訪問

吉井 崇人

今期が、始まり２回目の例会！

部長公式訪問で、大槻部長、柳

ファンド事業主査、 林Ｙサ・ユー

ス事業主査、 加藤地域奉仕事業主

査の出席がありました。

いつも、お会いしているキャピ

タルの会員としての柳さんではな

く、主査としての柳さんはとても

格好良く見えたのは、僕だけでしょ

うか？

この日は、 大阪センテニアルク

ラブの坂本哲朗会長が８月第二例

会をキャピタルと合同で開催する

ので表敬訪問。また京都センチュ

リークラブの岡見弘道ドライバー

委員長が、今年度の京都部部会を

ホストするので部会への参加をPR
されるために出席され、普段行わ

れている例会とは一味違う雰囲気

で、行われました。

まだ歌い慣れない英語のワイズ

ソング。まだ、 慣れない様子の大

門会長の点鐘・挨拶。本当

に新しい期が始まったんだ

なと実感しました。

京都部部長は、「百花繚乱」

を主題とし活動を行うとい

うお話。

Ｙサ事業は、ユースクラ

ブ設立の可能性・下地の調

査。ユース交流の推進。全

国リーダー研修会の前面バッ

クアップ。

地域奉仕事業は、ストップ HIV

／AIS について、EMC・広報・メ

ネットの各事業のリンクを行って

いく。

ファンド事業は、BF 代表への積

極的応募推進。BF の使途情報によ

る BF 推進。EE・JWF 啓蒙推進。

などの京都部の今年の活動計画を

お話いただきました。

しかし、 京都部の皆さんが口を

揃えて言っておられた 「公式訪問

はキャピタルさえ終わってしまえ

ば気が楽です。」の言葉が一番気に

なりました。

京都キャピタルとは、一体…。

誰か、教えていただけないでしょ

うか？

大阪センテニアル
クラブ坂本哲朗会長

大槻信二京都部部長

柳ファンド事業主査
京都センチュリークラブ
岡見弘道ドライバー委員長

西日本区より仁科さんにJWF常任
委員会委員委嘱状を会長より伝達

林Yサ･ユース事業主査

加藤地域奉仕事業主査

魅力あるワイズ活動を、あなたの自信ある言葉とワイズパンフレット等を活用し、外に向かっ
て大いにアピールしましょう。 荒川恭次広報事業主任PR年間強調目標



2006年７月22日（土）。梅雨の合間

の晴天の中、今年度の地域奉仕事業

研修会が、我がキャピタルの石倉事

業主任が中心となって、ぱるるプラ

ザ京都において開催されました。

準備から含めてのお手伝いを、キャ

ピタルの地域奉仕委員会というより

も、クラブ全体でさせていただき、

当日は森本理事はじめ、30クラブ72

名の方々が遠くは九州熊本よりお集

まりいただきました。

14

‥

00に開会の点鐘が石倉主任に

よって行われ、その後森本理事のご

挨拶、石倉主任による「今期の事業

方針」、大谷直前主任による「地域

奉仕事業の全体理解」の説明がありました。

15

‥

15からは京都大学大学院医学

研究科助教授の木原雅子先生による

「エイズ流行から見た日本社会のひ

ずみ」と題する講演がありました。

内容はエイズそのものの話より、先

生が実際に全国の中学・高校を廻っ

て集められた若者の生の声や、アン

ケートに基づくもので、聴く者にとっ

ては大いに説得力のあるお話でした。そ

して何より先生が実践されている予防教

育（WYSH－Well-being of Youth in

Social Happiness－プロジェクト）の重

要性を実感し、思春期の子を持つ父親と

しても本当に考えさせられる研修会でし

た。素晴らしいお話を聞かせていただい

た木原先生に感謝し、この講演を企画さ

れた石倉主任に感謝いたします。

さて講演の後はお待ちかねの懇親会。いつもながら美味しい

料理と美味しいお酒に満足しつつ、懇親の花を咲かせました。

そして最後に各クラブ毎のアピールタイムがあり、それぞれ

の特色がよく分かる楽しいひと時でした。アピールのトリは我

がキャピタル。山田次期会長初の大役で、感謝の言葉をもって

見事に会を締められました。山田次期会長に感謝です。

各地からたくさんの方々が集まら

れる。このような会こそ、ワイズの

楽しさ・素晴らしさの原点だと改め

て感じる一日でした。感謝。

出席者

‥

石倉 尚、岡本尚男、金

原弘明、香山章治、神 清一、菅原

樅一、瀬本純夫、大門和彦、竹田博

和、田中雅博、仁科保雄、村田深砂

子、柳 慎司、山田隆之、山田英樹、

吉井崇人
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田中 雅博

YMCA との再会

堀 一行

1976年、今からちょうど30年前、パレスクラブの大野さ

んの紹介で、京都パレスクラブに入会させていただきまし

た。その時点ではワイズと YMCA との関係についての知
識はまったくありませんでした。しかし、ワイズの会員に

なると同時に、京都 YMCA の会員にもなるということが

入会の時にわかり、当然のことながら YMCA の会員にも
なったのであります。

私にとって、YMCA はしばらくぶりの再会でありまし

た。というのは高校生のころ、1 ～ 2 年ほど三条 YMCA
に通っていたことがありました。将来建築の仕事につく？

でもあったのかも知れませんが、絵画教室、それもデッサ

ンの教室に行っていたのです。それから、たぶん14～15年
ぶりに YMCA とワイズに入会したことで再会をはたした

のです。もちろん三条本館は新本館になり、かつての旧本

館のおもかげはありませんでした。
以来 YMCA の元主事さん（高谷元総主事や仲さん）た

ちのご指導もあり、野外活動のスキーや伏見桃山ブランチ

の運営委員、そして建築という仕事を通して、佐波江キャ
ンプ場の道路整備による移転、さらにリトリートセンター

の運営委員、京都 YMCA の常議員にとその拡がりを大き

くしていったのです。そしてその出会いから得ることの出
来た人と人との関係を通して仕事の面でも大きな影響をも

つことになったのです。

30年前にワイズの入会によって、YMCA との再会をは
たしたことがワイズの活動と同時に YMCA での活動も深

まり、自分の人生の中で大きな部分をしめているのだと感

じています。人生の名シーンではありませんが、一つの出
会いが自分にとって大きなターニングポイントになり得る

のだと思っています。

反面教師に出会って今がある

森 常夫

私が京都の会社に就職したのは15歳の春でした。勉強が

嫌いで父親に放り出されたのでした。父親の知人であった

30歳の社長さんは京都大学出の二代目でした。経営に関し
て販売は出来ず、社員教育もできない、11時頃出社の社長

さんでした。その出会いが私を大きく変えました。

私が経営者でしたら商売や社員教育等見習う所がありま
せんでした。そんな出会いがあってこそ今の自分があるの

だと思います。

14年間勤めた後に妻の親が経営する会社社長を引き受け、
11年間が第３の人生でした。今の会社が順調に来ているの

も、ぼんぼん社長さんに教育していただきました事、同族

経営者の会社での社長経験、ほんとに良い体験が出来た事、
皆さんに感謝いたします。

①

森本榮三理事

石倉尚地域奉仕事業主任

司会の岩間みどり
次期地域奉仕事業主任

大谷賢二直前地域奉仕事業主任

木原雅子先生



平成18年７月17日「海の日」又、祗園祭り山鉾巡行という素

晴らしい日に、キャピタルゴルフ同好会第１回記念コンペが日

清都カントリークラブにて行われました。

…がしかし、日頃の行いが悪いのか、梅雨前線の停滞による

大雨・暴風・濃霧、どれをとっても一級品の超悪天候の中、一

時はプレーを断念しかけましたが、そこはキャピタルメンバー

あきらめません。雨が少し小降りになったところでいざ出陣、

きびしい自然状況の中なんとか18ホールをプレーし、ゴルフ場

をあとにしました。

その後「こっぽり」という鉄板焼店にて懇親会が行われまし

た。喉もからから状態の中の一杯目のビールは、今日あったこ

とをすべて忘れさせてくれました。「おいしかった !!」。それか

らワイワイガヤガヤ…。

その中で、これからの同好会を運営するうえでまず同好会の

名誉会長・内廣健さん、会長・堀一行さん、幹事・香山章治と

いうことでメンバーの承認をいただき、スタートすることにな

りました。会の正式名称は少し皆様で考えて決定していこうと

いうことになり、ゴルフのルール説明を開こうとか、練習会を

開こうとか、話はどんどん大きくなり、いつものごとく話はつ

きることなく夜はふけていきました。

メンバーの皆様とはいつも親しくさせていただいております

が、このゴルフを通じて、その後の懇親会も含めて、より一層

人間として深く親しくお付き合いができるのではないかと思っ

ております。ゴルフって結構その人の性格がでるスポーツです

から、又いつもと違う一面が見られるのもおもしろいですね !!
私もゴルフ同好会結成を心待ちにしていた一人として、とても

うれしく思っております。幹事として一生懸命がんばりますの

で、皆様よろしくお願い申し上げます。

参加者

‥

石倉 尚、内廣 健、大山 孜郎、金原弘明、香山

章治、大門和彦、橋本眞一、堀 一行、柳 慎司、山田隆之、

山田英樹、吉井 崇人

メネット

岡村 泉 8. 2 橋本佐恵子 8. 18
石村しのぶ 8. 28
コメット

岡村 胡桃 8. 2 山田 大輔 8. 26

岡本 尚男・ 都 ご夫妻 8. 28

８月１日（火） 第１例会
８月３～６日 国際大会 韓国プサン
８月４日（金） YMCA平和の集い
８月19日（土） 第２例会（納涼例会）
８月22日（火） 役 員 会
９月３日（日） リトセン秋の準備ワーク・サバエ準備ワーク
９月10日（日） 第１例会（京都部会 びわこホテル 振替）
９月19日（火） 第２例会
９月24日（日） ふれあい広場『国立民俗学博物館』
９月26日（火） 役 員 会

＜報告事項＞
西日本区

国際大会

‥

韓国プサン2006年８月３日～８月６日
第一会場 BEXCO 第二会場 ホテルロッテ釜山

京 都 部
京都部会

‥

2006年９月10日（日）びわこホテル
EMC 交流会

‥

７月29日（土）石倉さん、瀬本さん出席
Ｙサ林主査より

‥

ユースワンコイン500円募金の件
ＹＭＣＡ

全国リーダー研修会

‥

10月７日～９日
ピースリーダーシッププログラム

‥

六甲山 YMCA
11月10日（金）～ 12日（日）

三 役
納涼合同例会

‥

８月19日（土）知恩院「華頂」19:00
大阪センテニアルクラブ HB の開催
他クラブへのブリテンの発送に関して

‥

139件発送
ウエスティンホテルよりメンバーへバースデープレゼント

＜各事業委員会報告＞
Ｙサユース 平和の集い・リーダー研修会
地域奉仕 地域奉仕事業研修会
ドライバー 第一

‥

駐車違反制度 第二

‥

納涼例会
広報ブリテン ８月号 内容報告
ファンド 切手収集ボックス・例会販売の説明
交 流 国際大会に関して
メネット メネット昼食会の報告「旅行の企画を！」
＜審議事項＞

リーダー研修会 インド料理店出店承認
納涼例会の二次会に関して

必要なし会長報告
ホームビジットに関して

もう少し検討継続審議
国際大会の手土産

男女とも扇子で進める会長報告
＜そ の 他＞

大門会長より
納涼例会にメンバー候補ゲスト招聘の件
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キャピタルゴルフ同好会遂に結成 !!
名誉会長 内廣 健さん 会長 堀 一行さん

幹事 香山章治さん 決定

香山 章治

HAPPY BIRTHDAY

HAPPY ANNIVERSARY

８月・９月予定抄

メ ネ ッ ト 懇 親 会

柳 早知子

祇園祭の山鉾が京都の町
に立ち並んだ７月13日、今

期初めてのメネット懇親会
が四条河原町近くの「味匠・
寺岡」にて開催されました。

梅雨明けはまだだという
のに気温は33度を越え京都
独特の蒸し暑さもあり、皆
さん「暑い～」と言いながら会場に入ってこられました。

今回は、大門会長もメネット懇親会に参加されました。会長
挨拶の後、大門さんから、高校時代からの野球の話やプロで活
躍されていた頃の裏話、ワイズメンズクラブに入会されたいき
さつ等40分程お話をして頂きました。普段の講演では男性の方々

を前に話される事が多く女性陣を前に話される事は少ないそう
で、メネットを前に少々緊張されていたようでした。

大門会長の講演後、食事が始まりました。落ち着いた雰囲気
の素敵なお店で沢山の美味しい和食をいただく事ができ、幸せ

な気分のひと時を過ごさせていただいた事に感謝です。
懇親会の後は皆で高島屋に寄って散会となりました。
参加者
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大門会長、山口メネット会長 メネット＝石村・内

廣・岡本・勝山・竹田・田中・仁科・堀・柳
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