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そこで、イエスは言われた。
「あなたたちに尋ねたい。安息日に律法で許されているのは、
善を行うことか、悪を行うことか。命を救うことか、滅ぼすことか。」
（ルカによる福音書

「感謝」
「感謝」の一年間、
本当にありがとう
ございました
会 長

大門

和彦

今期の主題「と
◯の関係」を掲げて１年間、会長とて勤めら
れましたことを先ずはメンバーの皆様に感謝したいと思いま
す。
「本当にありがとうございました」
キャピタルクラブに入会して11年が経過しての大役でした
が、非常に勉強になりました。今更ながら、当クラブに誘っ
ていただいたスポンサーにも感謝したいと思います。
会長就任半年前からどのように進めていけば良いのか？
私らしい運営はないのか？ と今までと違った形で進める事
を常に考え悩んでいた時に、東京クラブとの DBC がありま
した。
周年事業と重なっての大きな記念例会！ 参加した多くの
メンバーが「英語によるワイズソング」を大きな声で斉唱し
ているのを目の当たりにしてビックリしました。「私は歌え
ない！ 知らない」
。リズムは知っているものの声が出ない！
大きな体を小さくして、ゆっくりと隣のキャピタルメンバー

６月 評価・計画

在籍者数

28名

第一例会

25名

第二例会
ゲ ス ト

23名
1名

出席率 92.86％
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を見てみると…「やはり声が出ていない。口パクだ！」凄く
恥ずかしく感じました。
国際クラブでありながらワイズの象徴である「ワイズソン
グ（英語）
」が歌えないのは問題だ！「私の期は "英語" で歌
おう」と決心して１年。何とかなったように感じます（?）
。
主題に関しても、年齢差を意識しないで「何でも言い合える
クラブにしたい」という思いがありました。その為には例会
以外で何かしなければ…。
幸い当クラブはゴルフ好きのメンバーが多く、
「同好会」
を作るには時間はかかりませんでした。それが「パープル会」
です。ベテランのメンバーから若手のゴルフ初心者までもが
集まり、日中はゴルフを楽しみ夜は懇親会！ 当然の如くワ
イズ談義に花が咲き、年齢差の壁がドンドン薄くなってきた
ように思います。どれもこれもタイミングよく自然な形で出
来たことも非常に良かったと思います。今思えば三役をはじ
め、メンバー全員のご協力により過ごせたことにまたまた感
謝します。残念なことに２名の退会者が出ましたが、後ろを
振り向かず、クラブの未来を見つめたいと思います。
「本当にメンバーの皆様、１年間ご協力頂き誠にありがと
うございました。
」
最後に、クラブの主力メンバー、堀一行さんの一日も早い
復帰を心から祈願しまして、ご挨拶とさせていただきます。

"継続は力" です。クラブでは、今月を「出席率100％の月」として
目標を掲げ、メンバー全員で一年を振り返って評価し、次期会長の
年度計画を理解し周知しましょう。
森本榮三理事

第一例会
第二例会
累
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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５月10日（木）
於

来年はキャピタルクラブが、ホストとなる年です。次期のド
ライバー委員長の脳裏にはすでに来年の合同例会の構想が練ら

第３回 CATT 合同例会
瀬本

京都ガーデンパレス

純夫

れ始めているようで、今から楽しみです。

第３回となる CATT 合同例会が御所西の京都ガーデンパレ
スで開かれました。
さて、今年のホストクラブである市木東稜クラブ会長の開会
点鐘で幕を開けました。会長挨拶に続いては、厳かにエイブル
クラブの入会式が執り行われました。こういった、他クラブの
入会式を目の当たりにすると、キャピタルクラブもまた、新し
いメンバーが出来るように、頑張らないといけないなっと実感
しました。
その後、食前感謝ののち、食事が始ま
ると、最初はテーブルでゆっくりと食事
をしながら他クラブのメンバーとの会話
を楽しんでおりましたが、食事とアル
コールが進むほど席を離れての大賑わい
となってきました。
宴もたけなわの中、ショータイムのベ
リーダンスが行われ大いに盛り上がりま
した。その後の抽選会が行われ、ニコニ
コと続き、最後は我がキャピタルクラ
ブ、大門会長の閉会の点鐘でお開きとな
りました。

2007年５月22日（火）

於 ウエスティン都ホテル京都

タバコの実害をつぶさに学ぶ
仁科

保雄

第二例会では久し
ぶりにタバコの実害
について、京都府立
医大疫学科繁田正子
先 生の 講 演を 頂 き
「百害あって一利な
し」を痛感いたしま
した。
私も40歳まではか
なりヘビースモーカー
でありました。ある
日突然やめてしまいましたが、今になってよく止められたと思
うのです。あの食事の後の一服、たまらなくおいしかったです。
しかしながら周りの人に迷惑がかかることには、やはり後ろめ
たい気持ちがあったのも事実です。
クラブでもまだまだ嗜好を持った方々がたくさんおられます
が、自分も好きだったことでもあり、昨今の禁煙活動に喫煙場
所がなくなってきつつあり気毒なような気がしているのも事実
です。
まあこれからは自分の健康と、周りの人たち、特に成長期に
ある子供たちのために少しずつでも喫煙量を減らされることを
お願いいたします。部屋の障子紙も黄色くなりませんよ。
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子どもをタバコから守ろう
今、なぜ「未成年とタバコ」なのか
タバコの巨大な害が明らかになった
・日本で年間10万人が死亡している。
タバコの利点は錯覚だった
・ニコチン依存の恐ろしさ・膨大な医療費
そしてタバコが若者をねらっている !!
・増えつづける自動販売機、販促品

これまでの防煙教育
非行防止が目的（未成年者喫煙防止法）
主に学校（生徒指導担当）の仕事
・保健、養護の先生ががんばっても不十分
大人が「吸う」「売る」のは正当という認識
・「二十歳まではがまんしなさい」というだけ
→ 目的ない・時間ない・教材ない
→ 心に残らず、効果は薄かった

これからの防煙教育
健康被害（社会的、身体的）防止が目的
・吸う人は「病人」であって、禁煙支援は人道支援
主に管理職や専門職の仕事
・養護、体育、理科、社会、すべてに関連
大人が「吸う」ことにも問題があるとの認識に立つ
・社会全体がとりくむべき課題
→ 目的あり・時間あり・教材あり
→ 心に残って効果は絶大

売れ行きも好調で、60食＋α

チャ リティ ーラン

はお昼を待たずに完売しました。

なぜかトライ

お昼近くには、いよいよ一般
駅伝のスタート。今年は何と私

金原

弘明

もランナーの一人。日頃全く運

５月20日（日）
、
鴨川公園にて第

動をしていない私は、冗談でな
く死ぬかもしれないという思い

３回チャリティー

に駆られつつ臨みました。

ランが開催され
ました。チャリ

一人約1.7 km、たすきは、森
繁樹さん → 山口コメット → 山

ティーランはそ

口さん → 私と繋がれ、必死の

の参加費を障害
のある子供達の

思いで走りましたが、やはり最
後は力尽き…。目の前が真っ白

ために使われる

になっていく中、ゴール直前、

目的で、全国十
数か所で開催されているプログラムだそうです。

石倉さんからラグビーボール…
じゃなくウーロン茶ペットボト

今回キャピタルクラブの屋台は炊き込みご飯とすしセットと

ルのパスを受け、ゴールライン

いう初めての試みでした。さすが、こういった物の仕込みと仕
入は村田さんです。村田さんが仕入れたおすし等を持ってくる

になぜかトライ！ 皆さんの笑
いがうれしかたったです。

や否や、初めての販売とは思えぬ準備物と手際良さで、一気に

ただ、息子には一言「何でお

販売準備完了。そして、屋台と言えば山田英樹さん。驚いたの
は、山田さんが炊き込みご飯をお椀に盛り付け、量りに載せる

父さんゴールでこけてたの？」
と…いや、あれは…。

とぴったり200 g。何度やってもぴったり200g。一度、これは
205g かな…と言って量りに載せたら、何とぴったり205 g。さ
すが、職人です。

京都部メネット会長・連絡員引継会

お料理は前菜で海鮮
湯葉まき、次に豚肉と
じゃが芋のピリ辛
（カラー

メネット会長

山口

弘子

５月19日（土）『春隆』にて今期最後の京都部メネット会長

イ 柳メネット）、スズ
キのあんかけ、最後に

引継会が開催されました。

とろり鱶鰭そば、デザー

現京都部 大槻信二部長、次期新山兼司部長の参加の下、在
京７クラブからはメネット会長が、メネット会を設けていない

トに杏仁豆腐（まったり
しておいしいー 竹田

クラブからはクラブ会長が出席されました。

メネット）といった、お

今期の赤松好美メネット主査より今期の活動報告と京都部へ
の協力のお礼があり、また、次期加藤智子メネット主査の紹介

家ではなかなか味わえないお料理に満足満足でした。

がありました。

参加者

一同おいしいお食事をいただきながら、和やかなうちに交流
会も終わりました。

キャピタルクラブメネット懇親会

内廣、大山、岡本、菅原、竹田、正子・ダルマパーラ
ン、仁科、柳、山口（弘）、山口（重）、山田（ま）

聖句の解説

私たちの社会には、多くのルールがあります。

自分の職場一つを例に挙げても、仕事の効率を上げるため、
また問題を最小限に食い止めるために作られたルールがあふ

山田まゆみ

れています。それらのルールは、本来良い目的のために作ら
れたはずでした。もし全てのことがそのルールの範囲内で処

５月28日、元呉服店の建物を生かしたレトロな雰囲気の贅沢な

理されれば、それが理想なのかもしれません。しかし、毎日

空間で中国料理を味わいながら、メネット懇親会がありました。
私は、懇親会デビューでして少し緊張しながら「膳虎漢ぽっ

起きる出来事は、何でも紋切り型に処理することができるで

ちり」へ向かいました。近況報告のメネットさん達のお話は、

うか。人の命や存在がないがしろにされる "ルール" とはいっ

ダイエット・ウォーキング・スポーツ・お子さまの事そして大
山メネットの「ちいろば」の素敵なカフェのお話など盛り沢山

たい何なのでしょうか。私たちも今一度、そのことを問い直

しょうか。そのことで人を切り捨てていることはないでしょ

してみることが必要かもしれません。

で、とても楽しい時間が過ぎました。
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さわやか新聞配達少年だった頃
香山

章治

私のいままでの人生の中で輝かしい「人生の名シーン」は、

⑪

これと いって浮かんでこない。い ままでの生い立ちの中で頭
に出て くるのは、小学校４年生か ら中学校３年生まで毎日続
けた新 聞配達（その反動で今は朝がめっぽ う弱いのですが）。

一枚の写真…記憶の外の名シーン
石倉

尚

毎朝５ 時半起床、毎日母に叩き起こ され自転車で配達。季節
の良い 時はいいが雨の日、特に冬 は大変で私が幼少時代を過
ごした丹後はその頃大雪の日がたびたびあった。
今で も忘れられないのは中学生１ 年生の冬のこと。朝起き

記憶の糸をた ぐってみる…今まで多くのメ ンバーが書かれ
ているように、 特に名シーンと言えるような シーンが思い浮
かばない。
自宅の居間の 壁に１枚の写真が掛かっている 。みんないい
笑顔で写っている 。私が、キャピタルの会長を 終える2003年
６月21日の引継ぎ例会での写真である。

るとそ の日は腰ぐらいまで雪が積も っていた。最後に配達す
る家が 農道の一番奥に一戸だけあり 、その農道だけ除雪も一
切でき てなく、映画の八甲田山の ようにただひたすら雪を掻
き分け 、その家に配達する為に汗 だくで一部の新聞を届けた
ことが あった。いくら歩けど前に進 まないのと、しんどいの
と、
「 何でこんなことしてるんやろ… ？」とで腹が立って、や
り切れ ない気持ちになって涙が出て きた…。今思い出すとそ

クラブから記念 に戴いたアルバムを広げる。 会長標語（当

の事を大笑いしながら、最後には少し涙が出そうになります。

時）の発表から始まり例会での会長挨拶、スピーカーと握手、

でも この経験がいままでも、また これからも私の中の 『不

タバコを持ったサ ンタさん、新年例会にお花見 例会、お酒を

屈の精 神』という原動力になってい るかもしれないと、自分

飲んでいる写真がやけに多いが…いい写真ばかりである。

の中で いつも思っています。たぶ ん皆様が聞くと笑う話だと

48年の人生 の中で記憶に残っているような 名シーンはない

思うの ですが、こんな経験をさせて くれた両親に感謝と、私

けれど、こう して写真を眺めているといろい ろな場面が思い

にとっ てはこれがちっぽけな人生の 名シーンということにな

起こされる。 今となってはすべてが自分にと って名シーンの

ります。

ように感じられる。
これからも記憶には残らないかもしれないが、多くの名シー
ンに登場してい けるようにみんなと一緒にク ラブライフを頑

最後の日の笑顔

張っていこうと思う。

田中

雅博

今か らちょうど20年前の1987年。 その年の１月30日の金曜
日に、 私はたった３年間のサラリ ーマン生活に終止符を打ち
ました 。その日は赴任地だった広島 で最後の挨拶をし、夕方
広島駅 のホームで総勢50名は来て くれたであろう方々の万歳
の中、東に向かって新しく旅立ちました。
大学 卒業後、大阪で社会人として のスタートを切り、２年
後に広 島の販売会社へ出向。たった １年だけでしたが、広島
での生 活は私にとって掛け替えのな いものでした。今から思
えば何 にも分からない中で我無者羅 に仕事をしましたし、そ
れ以上 に寝る間も惜しんで多くの方 と親交を深めました。そ
の結果 、今に繋がる多くの知恵と、 多くの経験と、多くの人
とのつながりが得られたように思います。
PS．この写真は、委員長７名とメネット会長と私が、パー

何年 か前のブリテンに、広島の 時の友人のことを書いた記

プル賞の記念の 鈴を持って壇上で撮った写真で す。本当にみ

憶があ ります。その時からも時代は 流れ、その会社も今では

んないい顔をしています。

苦境の 中にあります。私に多くのこ とを教えてくれ、また多
くの勇 気を与えてくれた１年の、最後の日 の皆さんの笑顔。
すべてを包み込むような暖かい笑顔を私は決して忘れません。
これから何か恩返しが出来ればうれしい限りです。
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ま た、高 校の時に は、「長髪頭 対坊主頭 」と 題して両 者の

父に対して後悔を残さない…

利便を弁論で競う 大会に選ばれ、３人ずつのチ ームで、持ち
時間内でいかに 聴衆を納得させられる弁論が 出来るかという

村田深砂子

なか、気負って 弁論していたが時間が足りなく 「ガーンの鐘
の音」。私の「アッ」という声で講堂内の生徒達から「ワァー」

人に自慢できる名シーン なんて ? ? ?

色々あったよう でな

いようで。

と激励とも非難と もいえない声を浴び、意気 消沈してしまっ
たシーン。

最近、父が倒れて自分の人生 を振り返ることがあります。

大学の時には、 女友達と２人で名古屋から 日立市までヒッ

学生時代、結婚した時、 子供が産まれた時、そして主人 がな

チハイク。宿泊は 親戚、友人の下宿先、ドライ バーは、必ず

くなった時どうだったか。 いつも私の事を考えてくれ怖 いけ

１人の車を狙って往復成し遂げ、親に大目玉。

れど優しい父でした。

数々の場面を作 ってきた私も、インド人の 夫を持った事で

孫まで育てないといけな くなったと、今日まで働き続 け病
気になりました。日頃は 健康でいるのが当たり前だと生 活を
し、この年になっても時にはうるさく感じてしまうことも。
柄の大きな父でした。 そんな父は私が抱えられる位に 痩せ
てしまいました。自分の中 の偉大な親は、年老いて弱っ てし
まったんだと初めて実感し ました。病院へ行っても気弱 な父

更にたくさんの出 会い、ワイズメンズクラブ という存在を知
り、今もなお拠所にさせて頂ける幸せの内に居ます。
怖い事、危険な事 大好き、困難に遭遇すると 「ヨーシ ！」
と頑張れますが女性としては、何か不足しています。
これからは、 女性の品格を養い残りの人生 が名シーンとな
る事を願ってやみません。

を見たくなく、ついつい強 いことを言ってしまいます。 痩せ
た姿をなるべく見せないようにしてしまいます。

人生の名シーン

このままどうなるのかと 思うと言葉をかけることが出 来ま
せん。自分に置き換えたら と思うのですが、なかなか置 き換

森

えられないもので病院から 帰るとき、もっと優しい言葉 をか

繁樹

ければよかったとか、も っと話を聞いてあげたらよかっ たと
反省する日々です。

私の人生の名シーン は、31歳の時福知山マラソンを、 足、

今ならできる、まだ時 間は残されていると自分に言い 聞か

膝がぼろぼろにな りながら、勤務していた税 理士事務所の女

せてみるものの、なかなか 現実を受け止められません。 この

性職員達の拍手の 中、４時間40分のタイムで 完走しきった瞬

事が自分の中で後悔になら ないよう、父にしてもらった 以上

間です。最高の充実の時でした。

のことを父に返すことはで きないかもしれませんが、い っぱ
い父の 話を聞き 、安 心させて あげた い !

とこれを 書きな が

ら反省しましたので、今から病院へ行ってきます !!
父に対して少しでも後悔 を残さないことが、いつか名 シー
ンの１つになるのかなと

。

マラソンを走る ということは、一般人であ れば４〜５時間
走り続けるので本 当に気が遠くなるものです。 気だけでなく
体力や心臓が大丈 夫でも、膝や腰や足の裏が 痛くなれば辛く
て辛くて走れなく なります。マラソンを完走 するってことは
人生そのものです。
中学の頃、陸 上部に所属していたので走る ことにはそれほ
ど抵抗が ない私ですが 、42.1 95キロメー トルはさすが に挑戦

迷・名場面

しようとは思った ことが一度もありませんでした 。29歳のと
きお客様の社長 がマラソンをされており会社 を訪問するたび

正子・ダルマパーラン

にマラソンの楽し い話、辛い話、大会に出た 話等等を聞かせ
ていただき、マ ラソンに対する興味がふつふ つと湧いてきま

小学生に上がる前年、運動会 で旗取りという行事があり、

した。

私も一緒に小学生になる子 供たちと、スタートラインに 並び

30歳の時、福 知山マラソン挑戦１年目は、1 5キロメートル

ヨーイ ・ド ン！ で、 その 先に ある旗 のつ いた ノート を取 っ

地点で膝が動かな くなり無念のリタイヤ。その 反省で、膝に

て戻ってくる行事に参加し たが、走りが遅かったのか着 いた

負担がこないよう に70キログラムあった体重を 60キログラム

らノートが何処にも残って いません。ふと脇を見るとノ ート

までに落として、 31歳の時２回目の福知山マ ラソンで完走す

を持った子供がポカーンと立ってい ました。その時、私は、

ることができました。

咄嗟に「ちょうだい」と ばかりに奪って、さっさとスタ ート
ラインに戻ってきた思い出場面。

是非、もう一 度、60キロに体重を戻し福知 山の街中を駆け
抜けてみたいものです。

普通なら泣くか、母親 のところに戻るのではないかと 思う
のですが、何故か気の強い 女の子でした。でも、小学生 の成
・・・
績コメントは、ノロイでした。
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HAPPY BIRTHDAY

次期役員研修会開催

メンバー

― 次期役員の使命を自覚 ―
森

繁樹

５月27日（日）15:00より、法華クラブ京都に於いて次期役員
研修会（LT）が開催されました。山田次期会長より力強い開会
の挨拶がありました。「Ahead of a generation」−新たな展
開を求めて−の会長所信のもと次期役員全員、身の引き締まる
思いでした。
役員研修会は柳次期副会長により、①ワイズメンズクラブの
組織について

②役員会の役割と進め方について

③委員会の

とうしていただきたい」と厳しい言葉で16:20に、役員研修会
が閉会となりました。

瀬本
八木

純夫
悠祐

6. 17
6. 29

田中 淳子
コメット

6. 8

大山

悠子

6. 11

石村
石倉

6. 3
6. 12

竹田

悠佑

6. 4

拓也
京

HAPPY ANNIVERSARY
田中

雅博・淳子

ご夫妻

第15回 役員会議事録
2007年５月29日（火）19 00〜21 00
ウエスティン都ホテル京都 竹の間
＜報告事項＞
西日本区
第22回アジア大会参加案内（８月10日〜12日）
６月９〜10日 西日本区大会
参 加 者 メン９名、メネット５名
式典会場：松下 IMP ホール 13: 00〜
懇 親 会 ホテルニューオータニ大阪
ハブラシ回収ブースあり「一人１本のハブラシを！」
５月26日（土）金沢クラブ創立60周年記念例会
金沢ニューグランドホテル 8,000円
ワイズ・ユースクラブ姫路−Ｙ３
３月11日 チャーターナイト開催
京 都 部
５月19日（土） 現・次期メネット会長・連絡員会
９月９日（日） 京都部部会（ホスト トップスクラブ）
ＹＭＣＡ
４月22日（日） リトリートセンター夜桜フェスタ
協力金のお願い ￥3,000
５月20日（日） インターナショナルチャリチィーラン
協賛金お願い 個人 5,000円 法人一口 10,000円
５月26日（土） 定期会員総会 18 : 30〜21: 00
京都 YMCA 三条本館マナホール
６月23日（土） ボランティアビューロ YMCA 三条本館
19 : 00〜 参加 300円「癌患者さんとその家族へ」
６月30日（土） ボランティアビューロ YMCA 三条本館
19 : 00〜 参加 300円「視覚障害者介助の講習会」
三
役
CATT 合同例会収支報告（東稜クラブ川島ワイズ）
５月27日（日） ナガハマ･インターナショナル･フェスタ
豊公園噴水前・・例会回覧
＜各事業委員会報告＞
Ｙサ・ユース
夜桜、 チャリティーラン
収支報告
地 域 奉 仕
新サポート先の 件：アン
ケート実施の件
ドライバー
月例会予定
広報ブリテン
６月号予定
フ ァ ン ド
卓球大会
交
流
DBC 収支に関して明細書
Ｅ
Ｍ
Ｃ
西日本区４月集計と例会出
席状況
メ ネ ッ ト
今期活動報告
‥
‥

‥

６月・７月予定抄
６月９日・10日
６月23日（土）

西日本区大会
YMCA ボランティアビューロー
『がん患者さんとその家族へ』

６月24日（日）
６月30日（土）

YMCA リトセン開設準備ワーク
YMCA ボランティアビューロー
『視覚障害者介助の講習会』
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6. 4

‥

ました。最後に、「役員各自、責任をもって最後まで職務をまっ

6. 14
6. 23

‥

進め方についての大変分かりやすく現実的な話をしていただき

山田 英樹
幡南
進
メネット

