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「いかに美しいことか、山々を行き巡り、良い知らせを伝える者の足は。彼は平和を告げ、
恵みの良い知らせを伝え、救いを告げ、あなたの神は王となられた、とシオンに向かって呼
ばわる。」
（イザヤ書 第52章７節）

「STOP HIV／AIDS」
STOP ＝気づくこと
地域奉仕事業主任

石

倉

尚

11月11日六甲山YMCA で開催された全国YMCA ピー
スリーダーシップの「エイズと共に生きる」という西日
本区メネット事業に参加しました。性感染症予防啓発ボ
ランティア BASE KOBE 代表の繁内幸治氏のお話のあ
と、HIV 陽性者の方の紹介がありました。その方が壇
上に上がられたときに珍しいもののように紹介されたと
いわれたことが、今も記憶に生々しく残っています。そ
れは、私が感染された方に直接お会いしたのが初めてで
あったからなのでしょうか…。
ご講演の後に「STOP HIV／AIDS」に対して我々が
するべきことは何か？ という問いかけがあり、年代別
にグループ討議を行いました。アドバイスとして「やっ
てはいけないこと」を考えればよいといわれましたが、

12月 EMC−M

11

在籍者数 30名
第一例会 27名
メネット
3名
ゲ ス ト
1名
第二例会 29名
ゲ ス ト
1名
出 席 率 100％

切
手
現
金
累計切手
累計現金
Ｊ Ｗ Ｆ
ＪWＦ累計
ＦＦ累計

0ｇ
0円
0ｇ
0円
0円
0円
0円

出てくる意見は子どもたちに対する規制のように感じら
れました。"YMCA のリーダーの年齢よりもっともっと
低年齢からの正しい性教育をする" とか "みだらな性行
為をさせない" 等、まるで HIV という事故に遭わない
ための方策のようでした。繁内氏が、言われた
「やって
はいけないこと」
とは、
「自分は感染していないし、これ
からも感染しないと思うこと」ではないでしょうか。
HIV に感染しないために何が必要か？ 本人が、自
覚を持つこと。教える、知るというよりも、自分とはか
け離れた次元の違う別の世界のことと考えずにもっと身
近な自分のことと考えることではないでしょうか。
感染者の方が直接演壇に立ちお話されるのには、皆が
偏見を持っていることに気づかせるためだったのではな
いか。珍しいものといわれたのが記憶に生々しく残って
いるのは、恥ずかしながら私も心のどこかで自分とは関
係のないことと思っていたからではないか。自分自身が
HIV／AIDSに対してどのように思っているのかに気づ
くことが、国際統一事業である「STOP HIV／AIDS」
の「STOP」に結びつくのではないでしょうか。

ワイズメンになってよかったと思うとき、その感謝の気持ちを、メン
バー獲得の努力に向けてください。例会は、自己を磨く最高の場所です。
"例会の内容" と "例会のあり方" を今一度再考し工夫してみましょう。
井之上温代 EMC 事業主任

第一例会 12,000円
第二例会 6,000円
累

計 55,116円

累

計

0円 献
血
成
分
累
計
679,476円 成分累計

0cc
0名
0cc
0名

第一例会
第二例会
累

4,033円
2,745円

計 98,628円

（前月累計が誤っていました）
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年間強調目標

PR

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
荒川恭 次広報 事業主 任
て大いにアピールしましょう。

2006年11月７日（火）

於 ウエスティン都ホテル京都

彼女がくれたグランド
メネット

竹田

倫子

11月第一例会のゲストスピーカーは、大門会長のプロ野球時
代の後輩である盛田幸希さんでした。大門会長と同じくまさに
プロ野球選手と言った体格で、立っておられるだけで華やかな
オーラが漂っておりました。
しかし、チームも本人も投手として絶好調の真っ只中に発病、
しかも脳腫瘍という大病に襲われました。長時間に及ぶ手術の
後に待ってたのは厳しいリハビリでした。思う様に回復しない

なか、焦りと不安に押し潰され
そうになった時に奥様が「大丈
夫、何とかなるわ」との一言。
その一言に勇気づけられ、なん
と見事に再びプロ野球選手にカ
ムバックされたのでした。
幼い頃に死別された弟さんへ
の想い、そして奥様の支え。家
族の心と言うものは普段では考えられないパワーと勇気、そし
て奇跡をも与えてくれるものだと思いました。

2006年11月21日（火）

於 ウエスティン都ホテル京都

更生保護制度について
香山

章治

繁樹

MORI SHIGEKI

‥ ‥

生年月日 1966年２月20日
自
宅 〒604−8824
京都市中京区壬生高樋町 4
電
話 075−811−5778
勤 務 先 マネックス合同会計（税理士）
〒600−8411 京都市下京区烏丸通四条下ル
水銀屋町620番地 COCON 烏丸５階
075−361−2111
血 液 型 Ａ型
読書、ジョギング
モットー 謙虚と感謝と笑顔
浄土真宗
紹 介 者 大門 和彦
‥ ‥

所

電
趣
宗

話
味
教

‥ ‥ ‥

住

‥ ‥ ‥

幡南

進

HATANAMI SUSUMU

‥ ‥

生年月日 1965年６月23日
自
宅 〒615−8055
京都市西京区桂稲荷山町31番地93
電
話 075−381−1133
勤 務 先 永機建設有限会社（土木建設業）
代表取締役
所 〒601−8393 京都市南区吉祥院中河原里西町35番地201
話 075−326−4545
血 液 型 Ｂ型
味 ゴルフ、スキー
モットー 信頼
紹 介 者 香山 章治
‥ ‥

‥ ‥ ‥

住
電
趣

‥ ‥ ‥
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森

‥

例年より10日程遅れて、よう
やく京都にも鮮やかな紅葉の季
節がやって参りました。
本日行われる11月の第二例会
は、大門会長の元気な開会点鐘
で始まりました。
今日は今期初、待望の入会式
です。森繁樹さん、幡南進さん、
入会おめでとうございます！ 入会式はキャピタルクラブらし
く厳粛に厳かに進行し、この入会式の為に井之上温代西日本区
EMC事業主任（滋賀蒲生野）がゲストで出席して下さり、お祝
いの言葉を頂き花を添えて下さいました。ありがとうございま
した。
さぁ、お二人は晴れてワイズメンとなり、これからのクラブ
活動に頑張られることだと思います。期待しています !!
その後、仁科さんが議長に選任され、臨時総会。次々期会長
推薦承認の件と、４月第１例会日程変更の件が満場一致で承認
となりました。次々期会長は私がお引き受けすることとなりま
した。精一杯自分の出来ることを『楽しく』をモットーに頑張
りたいと思います。宜しくお願い致します。
さて、楽しい会食の後は本日のメインイベント。「更生保護
制度について」という題で京都キャピタルクラブメンバーであ
り、保護司でもある岡本尚男さんに講演をして頂きました。
我が京都キャピタルクラブには保護司の方が４名もおられ、
各々が地域の中で活躍されているということでした。一般には
保護司の認知度及び活動内容という部分では、一般に知られて
いない部分が多いのではないかと思いますが、正直私もあまり
よく理解していないのが現状でした。今回説明をいただきいろ
いろと勉強になりましたし、活動内容を聞く中で相当な熱いボ
ランティア精神がないと、本当に大変だと思いました。でも大
変重要な役割を担っているというポジションなので、やはり１
日も早く国がもっともっ
と援助し、活動しやすく
する必要があるのではな
いかと思います。
話は実例に基づいた内
容と進んでいき、我々の
想像を絶する世界、まさ
に映画やドラマの世界の
ようなことが現実にある
左から 井之上EMC主任、森さん、幡南さん、 んだと…。そんな異常な
スポンサーの大門会長・香山さん
環境の中で生きていかな

ければならない子供達がいて、その子達がまた大人になってい
く、その中で犯罪が繰り広げられていく。本当にどうすること
も出来ない環境の中で、グルグルまわっているどうしようもな
い世界が世の中にはあるということ、非常に悲しいことです。
話を聞いてやりきれない思いになりましたが、本当に犯罪のな
い平和な社会になっていくことを祈るばかりです。

連絡主事

神﨑

清一

「世界中の紛争や災害・飢餓で苦しむ子供たちを救おう」を
合言葉にして、京都 YMCA が長年取組んでいますプログラム
である、街頭での募金キャンペーンが実施されました。
キャラクタ−デベロップメントの「思いやる気持ち」「ひと
にやさしく」をまさに具現化するプログラムとしても、大切な
プログラムの一つとして、こども達は各クラスや活動の中で、
リーダーをとおして学んできたことの一環として参加しました。

日を大事に生きなくてはと、その時には思いましたが、今は…。
私の見た仏様を見たい方は、事故現場の京都薬科大東側、
五条別れ交差点へ。

人生の名シーン

⑤

仁科

仏様が呼んでいる
石村

吉宏

暗い、目を閉じ横になった私を誰かが、何度も遠くから呼
んでいる。そっと、ほんの少し目を開けると、仏様がうっす
ら見えた。仏様が呼んでいる。
そうだ、バイクで走っていて、左折する車に巻き込まれて
何かにぶつかった。しかし、今は体も痛くないし、ひょっと
して死んだかな？
又、呼んでいる声が聞こえる。今度ははっきりと、「大丈
夫ですか」と聞こえた。そして、目を大きく開けると、ヘル
メット越しに私を覗き込むたくさんの顔がはっきりと見えた。
その途端に、体全体に激痛が走って、体は動かないし、息
がしにくく苦しい。ヘルメットを外してもらうが楽になら
ない。
しかし、痛みで生きている実感がある。どこか折れたかな？
背中がすごく痛いので背骨かな？ 背骨を傷めたらこれから
も動けないな、車椅子の生活かな、などと思っていると救急
車のサイレンが聞こえてきた。消防署が近いと救急車も来る
のが早いなー。何のことはない、長い間気を失っていたのだ。
呼び掛けていた人は、応答が無いので死んだと思ったら
しい。
あれから数年。人生突然思わぬことが起きるので、一日一

当日もJOCS のワーカーの働きについて学んだり、自らが募
金箱を作成をすることなど、国際教育の一環として取組まれま
した。
今年度は、ワイズメンやボランティビューロの方々も学習会
のあと、街頭に出てくだいました。
そして四条・三条を中心に、約400名という多くの方が分散
して、各警察署から許可を得て、さらには商店街の皆様のご理
解ご協力によってキャンペーンを行い総額は約52万円の募金を
お預かりすることができました。
これらの募金は、主に YMCA 同盟を通じてアフガニスタン
やパレスチナ難民の教育支援、インドでの教育支援、スマトラ
沖地震の被害者支援などを目的としています。
晴天に恵まれましたが、キャピタルクラブのメンバーは四条
大橋付近で町行く人々に呼びかけを行いました。思いもかけな
いような方々が、
大切なお金をにぎ
りしめて募金箱に
もってきてくださ
り、 感謝と感激を
受ける時間でもあ
りました。
是非来年も地域
のこどもたちやご
家族と一緒にご参
加ください。

保雄

難しい題材で困っていますが、私にとってあまり人に自慢
の出来るようなことはなかったように思いますが、自分の人
生では、親を早くなくし、仕事が出来るか出来ないかのとき
が人生の別れ道でした。
幾度となく深夜に難度の高い仕事に、自分の技術の低さに
涙を流したかわかりません。そのときに私を支えてくれたの
は家族であり友達でした。今思い出しても何人もの友達が私
の仕事をしている横で、深夜まで付き合って、くじけそうに
なる私を支えてくれました。友は仕事は何も出来ませんが、
その気持ちが人を奮い立たせ、やる気を起こさせてくれまし
た。その上に家族の温かい見守りのお蔭で今まで頑張ってこ
られました。
このことによって私は人に対する「人を思うということと、
大切にする気持ち」を与えられました。
私は親をなくしたときから必死で働き、人から見れば仕事
ばかりで若いときは休日などほとんどなく、何が楽しみで生
活をしているのかとよく言われたものですが、家族と友達を
大切にしてきたからこそ今の私があり、苦しいときを助けて
くれた周りの人たちを思い出したとき、今は逝去された友人、
、
ずっと付き合っている友人を大切にしていく人生を送りたい
と思っています。
このことが私の人生にとって助けられながら過ごしてこれ
た人生の名シーンであると思っています。

HAPPY BIRTHDAY
メンバー
岡島 脩雄
メネット

12. 9

竹田 倫子
コメット

12. 16

村田 圭伍

12. 30

山口 重子

12. 28

HAPPY ANNIVERSARY
岡村
大門

直人・ 泉 ご夫妻
和彦・洋子 ご夫妻

12. 4
12. 13

聖句の解説「良い知らせ」は数え切れないほどいろい
ろあります。私にとっての「良い知らせ」
。私たちにとっ
ての「良い知らせ」
。他の国の人々にとっての「良い知ら
せ」
。先進国に住む人にとっての「良い知らせ」。すべて
の人にとっての「良い知らせ」
。
私たちは「私」を中心に考える人間だから、
「私」にとっ
ての良い知らせに一番敏感です。しかし「私たち」にとっ
ての良い知らせもあり、想像力豊かに幅を広げていくと
「すべての人」にとっての良い知らせもあります。
イザヤ書に、「良い知らせを伝える者の足は、美しい」
とあります。
2000年程前、主イエスキリストの誕生という良い知ら
せを受けて、博士がベツレヘムの馬小屋へやってきまし
た。この知らせはすべての人にとって、まさに良い知ら
せでした。クリスマスおめでとうございます。

―3―

オータムフェスタ開催！
山田

英樹

11月12日、冬の到来を感じさせるような寒さの中でオータム
フェスタがはじまりました。皆さん口々に「寒い！ 寒い！」
を連発です。
今年は他のクラブとのバッティング調整ということで去年の
売れ筋商品の挽きたてコーヒー等がありません。あたたかい飲
み物が日本酒だけということで中年売り子チーム、一同に一抹
の不安がよぎります。
年々アルコール飲料の売れ方が減っているのも時代の流れな
のでしょうが、呑み助さん達の貢献により売上を確保していた
我がキャピタルクラブにとってはちょっとしたピンチです。他
クラブも含めて今後の検討課題となりそうですね。

もう少し子供たちをたくさん招く事ができないものなのかな？
少しでも活性化の方向を模索しなければならないのではない
かな？ など等。
みなさんはどんな風にお考えなのでしょうか？
またの機会にじっくり聞いてみたいと思っております。

12月・１月予定抄
12月15日（金）
12月23日（土）
12月26日頃
１月６日（土）
１月16日（火）
１月21日（日）

クリスマスキャロリング
クリスマス例会
新入会員歓迎会、忘年会
新年例会 祇園 花郷
半期総会
京都部 CS チャリティーボウリング

第９回 役員会議事録

‥
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‥

楽しかったオータムフェスタも終わりの時間がやってきま
した。
経年通り、盛況に、順調に…。ただ頭の隅に「マンネリ？」
マークが灯ったのは私だ
けだったのでしょうか？
今回 YMCA から参加
してきた子供たち（別名
チビッコギャング）の楽
しそうな姿を見て感じた
ことなのですが、まだま
だ一般の方々の参加が少
ないのではないかな？

＜報告事項＞
西日本区
メネット事業支援金納付案内 24日 山口メネットへ報告
今村一之さん（大阪土佐堀）のバレンタイン賞受賞記念祝賀
会
（11月26日）
（当クラブから石倉さん、岡本さん出席）
12月は EMC の強調月間
彦根シャトークラブ25周年記念式典案内
平成19年３月４日（日）14 30 彦根プリンスホテル
第10回西日本区大会「あんたの "ねがい" を書いて」提出 !
中西部合同新年会 2007年１月６日（土）10 30
受付 土佐堀 YMCA
京 都 部
国際大会誘致に関するアンケート結果
（賛成６、反対４、どちらでもない７、未１）
京都部 CS チャリティーボウリング大会
平成19年１月21日（日）しょうざんボウル
参加費 2,000円 13 30 受付
ＹＭＣＡ
クリスマスキャロリング
三
役
森繁樹氏、幡南進氏入会（臨時総会にて満場一致で承認）
次々期会長に香山章治さん（臨時総会にて満場一致で承認）
４月第一例会（花見例会・DBC 例会）メネット招待例会
にする →（審議）
クリスマス PT 委員会 第一回委員会 11月20日
（月）開催
‥

いつものように順調にプログラムは進んでいきます。いつも
とちがったのは、「ちびっこギャング」達の出現でしょうか？
４〜５歳ぐらいの子供たちの集団が会場を所狭しと走り回り、
あちらこちらでいたずら放題。マイクを奪うは、屋台を占拠す
るは…。さしものキャピタルメンバーもたじたじとなっていま
す。ワイズメンの屋台が次々に襲撃にあってキャピタルの屋台
もついに…。そのとき立ち上がったのが我らがイシクラマン。
にこにこ戦いをしながら最後に「お母さんところいってお金も
らっといで」と撃退です。いつもの事ではありますが、ちびっ
こ達のヒーローイシクラマンの面目躍如です。
さて、やはり寒さのせいなのでしょうか？ 冷たい飲み物の
売れ行きがかんばしくありません。どうしたものか…。やはり
出ました必殺セット販売。
ちょっと羞恥心がでてきて嫌がる山田家販売担当員に山口メ
ネット会長の、至上最強タッグで移動販売です。さすがに元会
長、あっというまに完売御礼です。

‥

2006年11月28日（火）19 00〜21 00
ウエスティン都ホテル京都 竹の間
‥

今年からイベントに加わった綱引き大会。キャピタルクラブ
はかなりいいところまで行くような気がしていたのですが、あ
えなく一回戦敗退。かなりいい勝負だったのですが何名かのメ
ンバーが （私も含ま
れています）、勢いあ
まって転んだ瞬間、
ズルズルと引き込ま
れ…あえなく終了。
初めは「綱引きなん
て…」等といってたメ
ンバー達も目茶苦茶
悔しそうでした。

＜各事業委員会報告＞
Ｙサ・ユース
オータムフェスタ報告
地 域 奉 仕
国際協力募金等報告、CS ボウリング
ドライバー
今後の月例会予定など
広報ブリテン
12月号 内容報告
フ ァ ン ド
じゃがいもファンド報告、キャップ販売
交
流
東京クラブ DBC に関して
Ｅ
Ｍ
Ｃ
西日本区集計、例会出席状況
メ ネ ッ ト
クリスマス例会でラスク販
売
ＸマスＰＴ
PT 委員会内容に関して報
告
＜審議事項＞
メネット例会 DBC 共同開催
承認
新入会員配属 森さん → Ｙサ
承認
幡南さん → 交流
承認
DBC 枳殻邸での会食を前提に企画進行
の件
承認

