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『どのような人が、主の山に上り／聖所に立つことができるのか。それは、潔白な手と清
い心をもつ人。むなしいものに魂を奪われることなく／欺くものによって誓うことをしない
人。
』
（詩編 第24編 ３〜４節）

continue & build
地域奉仕委員長

田

中

雅

博

入会以来２度目の、久し振りの委員長、そ
れも「地域奉仕委員長」の大役に緊張しつつも、今期の事業
の大半を何とか無事に終了することができました。これも偏
に委員会のメンバーはもちろんのこと、クラブのメンバー、
メネットの皆さまのご協力の賜物と心より感謝いたしており
ます。ありがとうございます。
会長をさせていただいた時に、何となく
「地域奉仕」のこと
も分かったような気になっていました。でも実際に自分がそ
のまとめ役となると「聞くと見るでは大違い」で、いろいろ
と新しい発見がありました。
「ふれあい広場」では実行委員長として準備を進めていく中
で、京視協の方からいろいろな要望や意見を聞き、皆さんが
日頃からどのようなことに関心があり、どのようなことに喜
んでいただき、どのようなことに不満を持たれるのかが少し
分かったような気がします。そして会話の中から皆さんがい
かにいろいろと工夫され、前向きに、力強く生活をされてい

２月 TOF・CS・FF

在籍者数
第一例会

30名
28名

メネット

7名

第二例会 26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

るかを知ることができました。
「ベテスダまつり」のお手伝いでは、今まではただ当日お邪
魔してお手伝いをするだけでしたが、今回は事前に何回か打
合せや寄贈品を届けに伺いました。そして少しの時間ですが、
日常の皆さんの活動を目にすることができ、これまた新しい
発見がありました。
「ふれあい広場」も「ベテスダまつり」のお手伝いも永年続
けてきたサポート事業であり、これからもともに歩んでいけ
ればと、今年委員長をさせていただき感じました。しかしそ
の一方で新しいメンバーも増えてきている現状から、新たな
事業をスタートさせる苦労と感動を味わうことも必要だと考
えております。
いま委員会では、大門会長に理解いただき、山田次期会長、
香山次次期会長にも協力をいただきながら、2008年に25周年
を迎える時に、もうひとつ新たなサポートの輪が広がればと
考え検討を始めております。
われわれの事業は、 scrap & build ではなく continue &
build でなければいけないのでしょう。継続しながらも新し
いことをはじめる。継続してきた事業を大切にしながら、キャ
ピタルクラブの未来に向けて、何かを変え、何かを始める。
そんなことを考えながらあと５ヶ月頑張りますので、引きつ
づき皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。

ワイズにとどまらず周りの人たちにも地域奉仕活動を広めましょう。
TOF・CS・FF を理解してもらい、より大きな支援となるように！
石倉 尚 地域奉仕事業主任

11,244ｇ 第一例会 36,000円
そ の 他
22,550円
0円 第二例会 9,000円
11,244ｇ
0円 累
計 130,000円
累
計 733,736円
10,000円 （10月第一9,000円、 （８月〜12月迄の数字に
10,000円 第二2,000円に訂正） 誤りが ありました ので
0円
累計を訂正します）

献
血
成
分
累
計
成分累計

0cc
0名
0cc
0名

第一例会
第二例会

0円
2,865円

累
計 97,920円
（10月第一2,116円、
第二2,000円に訂正）
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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。

2007年１月６日（土）
於

「やる気」が充満した新年会

祇園「花郷」

月にご結婚される報告があり、新年早々良い話が聞けて、いい
酒を飲み、いい気分になり本当に今年も良い一年が過ごせそう
です。

井 崇人
元キャピタルクラブの会員だった北村さんの店である、祇園

楽しい時間はすぐ過ぎてしまうもので、あっという間に時間
が来てしまい今年の第一回目の例会は終了しました。
僕の今年の目標は、残り半期の広報・ブリテン委員長をしっ

はなさと

「花郷」で行われた新年例会は新年という事で、どことなく皆
さんと会うのが気恥ずかしいなかにもうれしく感じました。
2007年の始まりも大門会長の挨拶で始まり、新年が始まった
事を改めて実感しました（寝正月を送っていた僕としては、実
に効果的な挨拶でした）。

かりと勤める事と、
自分に出来る事を
確実にこなして行
きたいと思います。
最後に、堀メネッ

山田次期会長のユーモアたっぷりの楽しい乾杯の音頭で、新

トが着物を着てお

年第一回目の例会がはじまりました。
新年例会という事で全員でのニコニコで、皆さんの今年の目

られました。やっ
ぱり日本の女性は

標・決意を聞き、僕自身も刺激され「今年はやるぞ！」という

着物が一番似合い

気持がさらに大きくなりました。八木さんのニコニコでは、７

ますね。

大門会長挨拶

出席メネット

石倉 EMC 委員長 中〆

山田次期会長乾杯

2007年１月16日（火）

於 ウエスティン都ホテル京都

半 期 総

会

クラブ充実の成果を目ざして
ファンド・BF 委員長

八木

悠祐

大門会長のもと2006年度

各委員会より半年間の活動報告・収支報告がありました。順調

がスタートし、はや半年の
月日がたちました。 ○
と の

に当初目標に邁進している委員会、苦戦している委員会といろ
いろありますが、残り半年の間のいろいろなイベントにどのよ

関係の主題のもと、メンバー

うにメンバーが協力し合い、クラブ活動を自ら楽しんでいくこ

間の関係もより強固なもの
となり、有意義な半年間だっ

とこそが一番の成果なのではないかと思います。
半期総会のあと、少し時間が残ったということでニコニコの

たのではないかと感じます。

あと、新年会で行いましたファンドオークションの結果発表と

さらに新メンバーとして、
幡南さん・森さんを迎え、

同金額入札者の決勝ジャンケン大会？ にお時間をいただきま
した。

新しい風がクラブ内を駆け

皆様のご協力でファンドのほうも目標に少し近づいたかなと

巡っている今日この頃でご
ざいます。

いったところでございます。本当にありがとうございました。
残り半年がんばりましょう !!

昨年末のクリスマス例会・
忘年会・そして新年会とお
酒の場においても、世代を
超えいろいろな意見交換がなされ、まさに順風満帆といったと
ころでしょうか。
第二例会は半期総会ということで内廣さんが議長に選ばれ、
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聖句の解説 どの様な人も100点満点の人はいない。し
かし、主はイエス・キリストの思いを求める生き方を、私
たちの心と手に託しているのです。一番汚れやすい手を清
め、裏表のない在り方を心掛けるようにと語りかけてい
ます。

心から「ありがとう」と言える
自分であること
神﨑

清一

28年前、結婚をして１年３ヶ月、私が筑波に住んでいた１
月末の深夜に、父から電話があり、母が交通事故に遭い重態

⑦

とのこと。私は免許取り立てでありましたが、友人に車を借

「京都新聞大賞教育社会賞」受賞
大山

孜郎

私は、1967年に医大を卒業して耳鼻咽喉科医になって数年
後より難聴児の診断と治療に取り組むようになりました。生
まれつき聞こえが不自由な子供は、何の手立てもせずに放置
されると、耳が聞こえないということだけのために言葉の発
達が遅れ、知能の発達も遅れるのに対し、難聴を早期に診断
し補聴器を装用して適切な難聴教育を行うと健聴児と同じよ
うに育つことが実証されていました。
大学病院の勤務医時代から難聴教育の重要性を痛感してい
たので、1989年に医院を開業すると同時に、専門スタッフを
揃え院内で難聴児教育を行うことにしました。開業医にとっ
て診療の傍ら、難聴児教育を行うことは多くのエネルギーが
必要でしたが情熱を持って取り組みました。
2002年の11月の初めだったと思います。診察時間中に受付
の者が、「京都新聞社から電話です」とのこと。「こんな時間
に…」と思いながら受話器をとると、「京都新聞大賞教育社
会賞の受賞が決まりました。つきましては11月27日に授賞式
を行いますのでご出席ください」とのこと。

りて、入院先の京都に。救急病院の集中治療室で懸命の治療
を経て、約２週間で個室に移りのち大きな病室へと、回復し
ていきました。
その間ほぼ病室で付き添っておりましたが、普段は穏やか
で弱音を吐いたことのなかった母親が、薬の影響と痛みから、
思い通りにならないことからか、ときおり苛立ちわがままを。
しかし容態が急変し、意識も朦朧とする中で、母はすべての
ことに感謝するかのように「ありがとう」と言って、再び集
中治療室へ。そして、まもなく天に召されました。
その「ありがとう」という言葉が最後に言える母の姿が、
とても素晴らしく思えた一瞬でした。その一瞬は、今も強く
残り、いや今の方がより強く、素晴らしく思えます。
さて、この時に心から「子供が欲しいな、できたらいいな」
と思ったのですが、その年11月に新しい生命として授かりま
した。その長女も今年結婚をすることとなりました。すべて
のことが感謝であり、今年も新しい思い出のシーンがたくさ
ん増えればと思っています。
そして、そして、何よりも「ありがとう」と言える自分で
ありたいと思っています。

当時、私は京都新聞大賞なんてものがあることも、それが
どのようなものかも知りませんでしたので、27日が水曜日で
診察日であったことからわざわざ休診にしてまで授賞式に出

人との出会いの中にこそ
瀬本

ることはないと思っていました。

純夫

１週間ほどして京都新聞の記者が受賞者の記事を新聞に掲
載するのでと取材にこられました。記者から京都新聞大賞に

人生の名シーンについてと言うことを、広報の事業計画の
中に見たとき、一体何を名シーンと言うのだろうと、思い出

ついて詳細に聞いてびっくりしました。この賞はとても名誉

すたびに考え込んでしまいました。今月になり吉井委員長よ

なもので、教育社会賞以外に文化学術賞、スポーツ賞、警察
功労賞があり、今回の受賞者には、ノーベル賞を直前に受賞

り依頼が来たとき、さて何を書いたものかと悩むばかりです。
これまで44年余り、それなりに人生過ごしてきました。そ

された田中幸一氏と京大教授の本田礼士氏が文化芸術賞を、

れなりの中にも、色々と経験してきたものがあります。そん

私の尊敬していた京都府更生保護協会理事長の清水幸太郎先
生が教育社会賞を受賞されるなど、そうそうたるお方が受賞

な中で、一番自分にとって良かった事がなんだったのか、一
番最悪のことはなんだったのか、そんな中にあるんじゃない

されるとのこと。この授賞式を欠席される方はめったに居ら

かと思えます。

れませんとの記者の勧めもあり、授賞式に出席することにし
ました。時の人田中幸一氏と授賞式で一緒になることを期待

そんな中、全ては人との出会いの中にあると思えます。生
まれて現在まで出会った人、別れた人それぞれが、全てじゃ

して…。

ないかと思います。細かいことまでを語ると、ちょっとやそっ

大々的に顔写真入で京都新聞に掲載された、京都新聞大賞
の記事の私の推薦の言葉は、「医療と教育を融合した活動内

とでは語り尽くせないでしょう。でも、それぞれの人との出
会いに素晴しい出来事があり、また嫌な思いがあったかもし

容がすばらしい…」でした。家内と共に出席した授賞式は、

れません。そのことが今の自分を育ててくれたと感じており

丁度還暦を迎えた年に神様から与えられた、とても晴れがま
しいシーンでした。

ます。キャピタルクラブに入会したこともその一つであり、
このクラブで出会った人それぞれが自分を育ててくれている
と思います。

１月号の名シーンの中で「届かぬ指先」豊田貴志さん
は金原弘明さんの誤りでした。申し訳ありませんでした。

あと何年生きるかわかりませんが、これからの出会いもそ
れぞれが自分にとっての名シーンになればと思っています。
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HAPPY BIRTHDAY

盛会だった京都部 CS

チャリティーボウリング大会
柳

早知子

１月21日しょう
ざんボウルにて今
年で４回目となる
大会が開催されま
した。今年は参加
者が200名を超え
たとのことで、チャ
リティーボウリン

メンバー
柳
慎司
竹田 博和
石倉
尚
メネット

2. 7
2. 14
2. 24

仁科 節子
瀬本 吉美
コネット
山田麟太郎
金原 拓未
村田 亜紀

井 崇人
繁樹

2. 11
2. 20

2. 2
2. 28

神﨑 陽子

2. 19

2. 2
2. 21
2. 27

菅原 啓人
柳
真之
山口 愛乃

2. 12
2. 25
2. 27

HAPPY ANNIVERSARY

グ大会が京都部に

第11回 役員会議事録

がしています。
‥

14 30、大槻京都部部長の開会挨拶があり、始球式が行われ
ました。部長の投球は何とストライク !! 好スタートにあやか

‥

‥

‥

‥

に一喜一憂されながら２ゲームを終えました。又ゲームの途中
には、チャリティー募金がホストクラブの方々によって行われ

‥

の参加も多く、子供達やメンバーの皆さんそれぞれの一投一投

‥

隣のレーンでは石倉さんが京ちゃんと共に投球。この体勢では
腰が痛い…と汗をかきながら楽しむ（?!）姿が。ファミリーで

‥

るものの、年に一度のボウリングでは思うようにいきません。

＜報告事項＞
西日本区
大阪西クラブ20周年１月27日（土）18 00〜
オ・セイリュウ（大阪ミナミ・心斎橋）会費 8,000円
大阪なかのしまクラブ10周年記念祝会
２月12日（月・振休）11 00
ホテルグランビア大阪 会費 8,000円 ７名参加予定
彦根シャトークラブ25周年記念例会 ３月４日（日）
13 00 彦根プリンスホテル
会費 メン 10,000円 メネット 8,000円 ２名参加予定
２月の強調月間 TOF CS FF
次年度における次次期理事（09〜10年度理事）推薦の件
京 都 部
2006〜2007年度 後期半年報 京都部 HP に掲載
京都部合同メネット会 ２月24日（土）京都 YMCA 三条
本館マナホール 受付13 00 開会13 30
会費3,000円 キャピタルより９名参加
ＹＭＣＡ
正会員希望者のための YMCA オリエンテーション講座
１月29日（月）19 00〜21 00 京都 YMCA 三条本館
京都 YMCA 会員３年以上
京都 YMCA 創立118年記念会員集会 ２月23日（金）
19 00〜21 00 京都 YMCA 三条本館マナホール
「ワイズ感謝デー」２月24日〜25日 YMCA同盟東山荘
参加費 6,000円 募集定員200名 受付中！
三
役
大阪センティニアルクラブ２月例会の案内 ２名参加予定
＜各事業委員会報告＞
Ｙサ・ユース
下半期事業計画について
地 域 奉 仕
CS ポイント、FF ポイント、TOF 例会
ドライバー
月例会予定
広報ブリテン
２月号予定
フ ァ ン ド
ファンド旅行に関して
交
流
東京クラブ DBC に関して
Ｅ
Ｍ
Ｃ
EMC 集計、例会出席状況、
新会員歓迎会
メネット
京都部合同メネット会
＜審議事項＞
次期三役人事に関して
次期会長より報告
‥

メットが一緒で、ガーターが出ないハンディが加わり、思った
以上の上手さに他のメン真っ青。負けてはならぬ、と気合が入

2007年１月23日（火）19 00〜21 00
ウエスティン都ホテル京都 竹の間
‥

りたい…と思いつつゲームの開始です。私のレーンは仁科マゴ

2. 4
2. 18
2. 22

勝山廣一郎・憲 子 ご夫妻
山田 隆之・まゆみ ご夫妻
岡島 脩雄・智 子 ご夫妻

定着してきたように感じられました。初回から参加している私
ですが、年々翌日の体の痛みがひどくなってきているような気

‥

ました。
キャピタルクラブの成績は、団体戦で３位に入賞。クラブで
上位３名（仁科・田中・山田〔隆〕）の成績960点プラス、クラ
ブ代表者（山田〔隆〕）によるゲームで100点を追加し、見事３位

メネット・コメット、田中・田中メネット・コメット、仁科・
仁科マゴメット２名・ゲスト、八木、山口、山田（隆）・コメッ
ト２名、山田（英）・山田メネット・コメット２名、森（繁）、
柳・柳メネット

２月・３月予定抄
２月18日（日）
２月23日（金）

第３回京都部評議会
京都 YMCA 創立118周年記念集会

２月24日（土）

京都部合同メネット会 YMCA 三条本館

２月24日（土）
３月３日（土）

ワイズ感謝デー 東山荘
ファンド委員会主催 親睦旅行

‥

‥

事に感謝致します。
参加者 大門会長、石倉・石倉コメット、瀬本、竹田・竹田

‥

お世話頂きありがとうございました。楽しく参加させて頂いた

‥

頂き、子供達もメンバーも皆喜んでいました。又、今回大会を
ホストされたウエストクラブのメンバー・メネットの皆様には

‥

今年は田中地域奉仕委員長により参加者におやつも準備して

‥

ん、交流主査賞を山田遥加ちゃん、会計賞を仁科マゴメットが
当選されました。

‥

はそれだけではありません。抽選の結果、広報主査賞を竹田さ

‥

となりました。また個人賞では、３位に仁科さん（379）、90位
に八木さん（236）が賞品を頂いておられました。しかし、今年
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森

