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『主よ、あなたの道をわたしに示し

あなたに従う道を教えてください。』
詩篇

いろんな事が
It's comeing
地域奉仕・環境事業委員長

田

中 升 啓

昨年度は内田 CS 委員長のもとで、いっしょに委員とし
て地域奉仕活動をさせていただき、CS 委員長の大変さを
間近で見てきただけに、山田会長から CS 委員長をやって
欲しいと言われたときは正直すごいプレッシャーを感じま
した。本当に私で出来るのだろうか？ 今でもその疑問は
残ったままです。
そんな中で今期最初の CS 事業であります「ふれあいひ
ろば」は何とかメンバーの皆様のご協力のおかげで終える
ことができました。先の実行委員会に参加させていただい
たときに、京都 YMCA こおろぎの方々から「今年はキャ
ピタルさんが実行委員長です」と言われた時は正直焦りま

25篇４節

した。しかし、無事に終わって京視協の方々に喜んでいた
だけたとお聞きして、CS 委員長をやらせていただいた喜
びを初めて感じることができました。
続いては「うまいもん市」と題した新しい企画の「ベテ
スダまつり」があります。そして11／3 には京都部の渾身
のイベントであります「ワイズ祭り」が行われます。3／27
には「メタセコイヤ・フェスティバル」も控えております。
今期の CS は楽しくて新しい企画が盛りだくさんです。考
えてみれば、「ふれあいひろば」の実行委員長という役、
「ベテスダまつり」の「うまいもん市」という新しい企画、
そして今までにないワイズデーのイベントである「ワイズ
祭り」と、いろいろなことが coming してるなぁと実感し
ております。
しかし、どれも関わっている人たちの思いがこもったす
ばらしい企画ばかりです。先の疑問である「私に出来るの
だろうか？」と考えている暇はもうありません。私自身の
時が満ちたかは分かりませんが、とにかく精一杯それぞれ
の企画のお役に立ちたいと思っております。地域奉仕・環
境事業にこれからもご協力お願いいたします !!!

聖句の解説 最近、人の生命に関する痛ましい事件が多発しています。また、国単位、地域単位での紛争のニュースを聞かない日はないく
らいです。人が人の生命を奪うことの重さに想いを寄せずにいられません。このような状況を、私たちはどのように受け入れることができる
のでしょうか。一人一人の人間が、同じ血が流れているのだと言う事が実感できなくなっているような気がしてなりません。人が他者に思い
を寄せられなくなったとき、命が見えなくなってしまうのでしょうか。地に足がついた生活、隣人が知らない人ではなく、名前で呼べる隣人
にならなくなった事、家族がお互いの存在を意識できなくなってしまった事などさまざまな事が頭をよぎります。私たちが、人を信じられる
事が難しくなってきた最近の、自分の周囲。どのようにこれから、生きていけばよいのでしょうか。神様は、道を示してくださるのでしょう
か。ひたすら、神を信じ祈る事でしょうか。

10月 BF

BF は、世界のワイズメンが同じ条件で参加出来る事業です。使用済み切手の整理作業

をしながら国際舞台の夢を語りましょう。
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「第15回京都部部会」に参加して
五十嵐

由

紀

去る９月12日（日）、入会して初めての京都部部会に参加さ
せていただきました。
まず、第１部では式典が行われ、ワイズソング斉唱や、京都
部役員の紹介ならびに所信表明などが423名参加のもと行われ
ました。
第２部では、「反社会的勢力からワイズメンズを守る特効薬」
と題して、京都府警察本部組織犯罪対策第一課警部補の上原忠
晴氏にご講演をいただきました。テーマを聞いて深刻な内容か
なと思いましたが、上原氏特有のロールプレイングを含めた痛
快なお話を聞き「深刻な状況になっても解決の糸口は見つけら
れる。」と安心感を得ることができました。
第３部の懇親会では、アトラクションを楽しみながら、西日
本区大会のチラシ配りや PR も行い「少しはキャピタルメン
バーらしくなったかな？」なんて思っていました。
個人的には、他クラブの方々と交流をはかれなかったことが
残念に感じたので、来年は積極的に名刺交換できる自分になっ
ていればいいなと考えつつ、お世話になった方々に感謝をしな
がら帰路に着きました。

NHK 京都放送局の京都での役割
西

村

融

柳

猛 暑 の リトセンワーク
亀

井

久

照

例年ならば、秋の気配を感じる頃ですが、当日は京田辺市で
幻の39.9度の気温を観測する猛暑の中、９月５日に秋のリトセ
ンワークが開催されました。
午前９時30分京都 YMCA の方々のあいさつの後、草刈りを
開始しました。
当クラブは、今年もグリーンチャペルから果樹園にかけてを
担当しました。山田会長以下18名、みなさんとても慣れた手つ
きで草刈機を操り、どんどん草の山が築かれて行きました。岡
本さん、勝山さんも草刈機で刈れなかった場所の草を、刈って
おられましたが、一生懸命作業されており、本当は休憩したかっ
たのですが、お二人を見ると、「もっとガンバらなあかん」と
運動不足の躯を奮いたたせていました（他のかたが、頑張って
おられなかった訳では決してありません）。みんな頭から水を
かぶったように汗ダクになり、「ビール飲みたいなぁ〜」とい
う声があちこちから聞かれましたが、残念ながら当日は飲酒厳
禁でしたので、しばしのお預けです。しかし、昼食はグローバ
ルクラブの皆さんが、前日より煮込んでつくってくださったカ
レーライスを、お腹いっぱい頂きました。午後からは、後片付
けや記念撮影を行い、無事ワークを終えることができました。
みなさん暑い中、お疲れ様でした。おいしいビールが飲めま
したか…。
参加者：山田会長 石倉 石村 岡本 勝山 香山 神﨑
瀬本 竹田 柳 山口（雅） 山田（隆） 金原 森（繁）
内田 田中（升） 西川 亀井
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正

今回は、NHK 京都放送局局長小林千洋様をお招きして、ご
講演いただきました。
小林様は、1978年 NHK に入局され、多くの作品、ドラマを
手掛けられました。その製作の裏話として、大河ドラマは放送
される２年前から準備が始まることや、俳優さん女優さんに出
演依頼し、承諾を得るまでのご苦労など、貴重なお話しを聞く
ことが出来ました。
その後、平成19年６月に京都放送局局長としてご着任されま
した。京都に来られてからのお話の中で、「京いちにち」とい
うニュース番組について触れられました。私は、この「京いち
にち」をいつも楽しみにしております。毎日18時10分から始ま
る番組で、季節の行事の案内から、大学の研究内容、企業の取
り組みまで幅広く取り上げておられ、あらためて京都の素晴ら
しさを知ることが出来るからです。
講演を終えられ、その時私の印象に残ったのは、NHK 京都
放送局が目指すのは「京都ならではの」「視聴者のためになる、
喜んでもらえる」放送局。という小林様のお考えです。そのた
めに、常に創意工夫されていること。またご自身が多くの会合
や会議にご出席され、京都人とふれあうことでお仕事に役立て
られていることです。そして、NHK 京都放送局は地域に密着
した放送局なんだと、身近に感じられました。

早 知 子

９月４日、メネット懇親会当日の気温を翌日の新聞で確認し
ましたが、何と、38.1度。あまりの暑さにビックリ！ そりゃ
暑いハズです。皆 顔を合わすなり声を揃えて、「暑いね〜」の
一言。でも、この日に限らず今年は記録に残る猛暑の夏でした。
今期初めてのメネット懇親会は、前述通り暑い日でしたが、
ホテルグランビア京都の15階・ラ・フルールで行われました。
美味しいフランス料理のランチをいただきながら、"お喋りを
してリフレッシュしませんか" の呼びかけで、９名が参加しま
した。
もっぱら 暑さ対策の話しで盛り上がり、皆さん各々に 猛暑
の中でのお出かけ対策をされているようで、ふーん…、ナルホ
ド…、と感心しながら、いいこと聞いたって感じでした。楽し
いお喋りで、あっという間に時間が過ぎ、最後にじゃんけんで
勝った者が原稿を書く事に。私が勝つよ…との宣言通りに勝っ
てしまい今回の原稿を担当させて頂きました。
参加者：山田とも子メネット会長 石倉 内廣 大山 岡本
勝山 竹田 仁科 柳

ZEROワイズメンズクラブチャーターナイト
田

中

雅

博

まだまだ厳しい暑さが残る2010年８月29日（日）に、京都全日
空ホテルにおいて「京都 ZERO ワイズメンズクラブ」のチャー
ターナイトが盛大に行われました。
「すべて "ZERO" から」との想いで、キーメンバー４名にチャー
ターメンバー23名を加えて総勢27名でスタートされた ZERO
クラブ。高倉英理会長の強力なリーダーシップの元、これから
どんどんと楽しく元気なクラブへ発展を遂げられることと確信
しました。
素晴らしいクラブの誕生を心からお祝いするとともに、とっ
てもおしゃれなチャーターナイトに参加できて最高に幸せでし
た。ZERO & TOBE の皆さまに感謝です。
参加者：石倉 岡本 瀬本 竹田 田中（雅） 仁科 森（繁）
柳 山田（英）

ふしぎなご縁
内

田

雅

彦

６年前、山田英樹さんと出会った事がきっかけ、それは一本の
電話が始まりでした。
店舗の施工会社を探していた時です。まえまえから気になって
いた米軍の USED 家具と雑貨を取り扱っているお店に入り、
「こ
んなお店がいいな」と思い店員さんに色々聞いてみると店舗施工
もしているとのこと、
「これや！ ここに頼んでみよ！」
「もしもしリライブさんですか？ 社長さんおられますか？」
「ただいま不在ですが、折り返しお電話させていただきましょう
か？」「いいえ、また電話させていただきます」「失礼ですが、お
名前頂戴出来ますでしょうか？」
「いえまた、かけます」
こんな変な電話を繰り返し山田英樹さんと出会う時に、初めて
名前を言ったのを今でも覚えています。店の施工と家のリフォー
ムをお願いし、それがご縁でキャピタルクラブに勧誘されながら
もなかなかクラブに入会できず。
また、それまでに大山謙一さんをご紹介頂き、謙一さんがベテ
スダまつりにお手伝いに行かれた時、「内田さんと一緒に入会し
ます」とメンバーの前で宣言、あっと思えば同時入会。これもふ
しぎなご縁かも知れません（ホップ）に時間がかかったけれど
（ステップ）キャピタルメンバーになじむには、メンバーの皆様
が暖かく迎えて下さったおかげですぐにとけ込めました（ジャン
プ）
。入会して今期のクリスマス例会で３年経ちますがキャピタ
ルクラブで良かったな〜と山田英樹会長は、私に何時も言ってお
られます。私もそう思っております。これからキャピタルクラブ
に沢山のメンバーが増え、「キャピタルクラブでよかったな〜」
と全員が言えるようなクラブでありたい。

自分を見つめ直す機会として
菅

原

樅

一

キャピタルへの入会は、平成13年３月です。当時、28年間勤め
ていた東京の会社を辞めて、亡父が始めた電気工事会社を引継い
だ頃でした。生前、父がお世話になっていた取引先の専務だった

平城遷都1300年祭ふれあい広場
金

田

英

二

平成22年９月19日、奈良県平城宮跡にて「（平城遷都1300年
祭）ふれあい広場」が実施されました。
参加者は、京視協から手引きの方３名を含め47名と、こおろ
ぎ及びキャピタルクラブから54名、合わせて101名がバス２台
で参加しました。
平城宮跡に到着後、朱雀門、大極殿を見学し、昼食後、平城
京歴史館内及び復元展示されている遣唐使船を見学しました。
９月になり猛暑が若干緩んだとはいえ当日は残暑が厳しかっ
たこと、三連休の中日ということもあり多数の入場者で混雑し
ていたこと、敷地が大変広く次の場所への移動も短時間にとど
めるというわけにはいかなかったこと等から、参加者にとって
は身体的に厳しい１日となりました。
しかし、参加者の皆様は大変楽しまれ、本イベントは充実感
溢れ、かつ、有意義なものとなりました。
個人的には、安心感を与える手引きが十分にできたとはいえ
なかったことを次に生かしたいと思います。
また、遣唐使船の前部及び後部の様子についてうまく説明す
ることができませんでした。何が、どのようで、どうなってい
るのか等参加者にわかりやすく、かつ、簡潔に伝えることがで
きればよかったなと思いました。

堀さんから声をかけられました。お世話になっている堀さんに勧
められた事に加え、「ボランティア」、
「色んな業種の人との親睦」
という事に興味を引かれ、これまでの「世間が狭い」
、「自分の殻
に閉じ籠もる」自分を見つめ直す機会として、入会させていただ
きました。爾来、仲間と共に居る楽しさ、他人への思いやり、感
謝の気持を、キャピタルの活動、仲間との交流を通じて、少しず
つ解らせてもらって来たと思います。ホップ・ステップ・ジャン
プですが、まだステップ・ステップが続いています。新メンバー
の若いエネルギーを吸収しながら、いつかささやかであってもジャ
ンプを決めたいと思っています。

誰もが羨むキャピタルに…
森

繁

樹

京都青年会議所を40歳で卒業し、やっと仕事に100％専念でき
ると思っていた矢先に、大門さんから携帯電話に電話があり、
「今度、ワイズメンズクラブの会長をするんやけれど、入会しな
いか」という内容でした。大門さんが誘ってくれる会なら絶対間
違いはないと、直ぐに入会を決断しました。事務所の代表の許可
が必要なので、その時は返事を保留にして、後日に事務所の代表
の了解を得て、大門さんに入会の意思を伝え、大門会長の時の11
月に入会をさせていただきました。会がよいか、そうでないかは、
入会してみないと実際のところわかりません。入るかどうかの終
局的な判断は、紹介者次第だと思います。紹介者が信用できるか
だと思います。
キャピタルに入会して、11月で４年になります。一生続けられ
ると思っていませんが、１年でも長く続けられればと思います。
最後にキャピタルに期待することは、もっともっと「誰もが羨む
ようなキャピタル」にしていきたいと思います。それと宴会では、
禁煙になればと少し期待しています。

お詫び
HOP STEP JUMP の９月号森常夫さんの記事が８月号とダ
ブっていました。申し訳ございませんでした。

参加者の中には朱雀門の柱や遣唐使船の帆柱に触れることで
その大きさや太さを実感しておられる方がありました。
イベントたるものが目で見て楽しんだり体験したりするもの
となっているという一般的現状は否めません。
しかし、たとえば、手の届かない高いところにある鴟尾の模
型を手で触り、その形を体験することができたら、視覚障害を
持つ方はもっと充実した日を送ることができたのではないかと
思います。
視覚障害を持つ方がイベントに出かけて本当に心から楽しかっ
たと実感できる心配りも「バリアフリー」の１つなのではない
かと感じました。
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仁科西日本区理事活動記録
９月１日 京都プリンスクラブゲスト例会出席
９月11日 六甲部 部会参加
石倉 岡本 香山 田中（雅） 仁科メネット
柳･メネット 山口 山田（隆） 山田（英） 随行
９月12日 京都部 部会参加（第一例会振替）
９月18日 中西部 部会参加
石倉 岡本 勝山 香山 竹田 田中（雅）
仁科メネット 柳･メネット 山田
（隆） 山田
（英）
随行
９月23日 阪和部 部会参加
石倉 岡本 勝山 田中（雅） 仁科メネット
柳･メネット 山田（隆） 山田（英） 随行
９月25日 西中国部 部会参加
石倉 岡本 香山 田中（雅） 仁科メネット
柳･メネット 山田（隆） 随行
９月26日 九州部 部会参加
石倉 香山 田中
（雅） 仁科メネット 柳･メネット
村田 山田（隆） 幡南 随行

チャリティーコンサート開催
大

山

孜

郎

京都 YMCA のチャリティーコンサートが2010年９月11日
（土）午後２時から、京都市北文化会館ホールで開催された。
今年は、「笛と歌で綴る世界の旅」と題して、笛とテノール
に中国天津生れの楊雪元氏、ピアノにピアノ教室「音の翼」主
宰の西村彩氏が出演された。
楊氏は、子供の時から視覚障害を負っておられるが、テノー
ルはすごい迫力があり観衆は圧倒された。また笛は中国笛を中
心に10種類もの笛を使い分けられ、ユーモアたっぷりの曲の解
説もあり、とても楽しいものであった。特に白杖を加工して創
られた笛を使って演奏されたトルコ行進曲の技巧には感嘆させ
られた。
ピアノ伴奏の西村氏と楊氏の笛とは驚くほど息があっていた
こともあり、２時間近くの長丁場であったが、多くの視覚障害
者も居られた200名以上の観衆にとって、とても充実した時間
であった。

＜報告事項＞
西日本区
BF 代表募集の件 → 書記よりメール FAX にて連絡
ファンド事業通信第1号 →
〃
京 都 部
９月12日京都部会開催：第２回京都部評議会
ワイズデー参加依頼（CS 委員会より報告）
ＹＭＣＡ
オータムフェスタ11月14日（日）の協力依頼
ハイチ現地報告会中止 → 10月に延期
国際協力街頭募金11月７日（日）の協力依頼
SO トーチウォークの協力依頼 → 書記より連絡
三
役
勝山交流委員長より交流委員増員の要請
プリンスクラ
ブ観望会：10月２日：サバエキャンプ場にて
じゃがい
もファンド天候不良収穫不足の件
横浜国際大会支援金
出金の件
ウエスティン都ホテル京都のリンクをクラブ
ホームページに貼りつける件依頼あり。
＜各事業委員会報告＞
Ｙ サ・ユ ー ス オータムフェスタ開催の件
地域奉仕・環境 ベテスダ祭りの件。ワイズデー開催参加の
件。環境活動の件。CS アワーの件
ドライバー委員会 例会内容の進捗状況。ゲスト強化例会の件。
例会後の懇親会開催の件。
→10月第１例会後、11月第２例会後
交
流 IBC、DBCについてのシュミレーションの件
フ ァ ン ド じゃがいもファンド不作のため、 ４割減
の確保となる。事後対策などの件。お米ファンド、ジャ
ンパーファンドの件。使用済み切手11月から回収、年内
締切。BFファンド１月第２と２月第１例会にて行う件。
広
報 10〜12月号原稿依頼状況報告
Ｅ
Ｍ
Ｃ EMC アワーの件。忘年会の日程12／10 19時〜

編

安部さんチーム 9／10、内田さんチーム 第一回
（9／7）第二回（9／13）、大山さんチーム 9／15、
田中（升）さんチーム 9／9、吉井さんチーム 9／13
メンバー
10月13日
メネット
10月17日
10月19日
コメット
10月３日
10月31日

山口
石倉
神

―4―

田中 雅博 10月19日 内廣

金田 亜樹 10月20日 田中隆之祐
内田 沙良 10月31日 内田 紗里

10月３日
10月12日
10月30日

後

記

日時：2010年９月17日
（金）19:00〜20:55
場所：京都 YMCA 三条本館 201号室
各委員会の進捗状況確認

健

岡本
都 10月17日 大門 洋子
石倉 博子 10月２日 亀井三千代

雅也・重子ご夫妻
尚・博子ご夫妻
清一・陽子ご夫妻

集

秋の訪れをあちらこらで感じられるようになり、だいぶ過ご
しや す くな っ た10月。 各部 会 、ベ テス ダ 祭、 オ ータ ム フェ ス タ…
などなど行事が盛りだくさんです。皆様には何かとお願いする
ことが多くなるかと思いますが、宜しくお願いいたします。
（委員長 大山 謙一）

12月３日
（金） 京都部役員会
12月７日
（火） 第１例会
12月10日
（金） 忘年会
12月17日
（金） クリスマスキャロリング
12月21日
（火） 第６回役員会
12月23日
（木・祝） 第２例会（クリスマス例会）
１月８日
（土） 新年例会
１月９日
（日）
・10（月･祝） 次期役員研修会
１月18日
（火） 半期総会
１月25日
（火） 第７回役員会

《議案》
第１回評議会議事録の件 承認
09〜10年度決算報告の件 承認
10〜11年度修正予算の件 承認
部費値上げの件
継続審議
《その他》
【部長報告】
部費値上げの件、引き続き
各クラブで検討の依頼
ワイズデー11月３日への
協力依頼

