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『そこで王は答える。「はっきり言っておく。私の兄弟であるこの最も小さい者の
一人にしたのは、わたしにしてくれたことなのである。」』
マタイによる福音書 第25章40節

新たなムーブメント
ドライバー事業委員長

幡

南

進

「キャピタルクラブは良いクラブだなー」 と最近特に
思います。会話や交流の多さは温かさの源の様です。今
ここにメンバーの方とご一緒できている事に本当に感謝
いたします。ありがとうございます。
今期は仁科理事の元、一丸となって活動する重大な一
年にも関わらず例会の進行を任される、ドライバー委員
長という大役をさせて頂きました。多忙な中、メンバー
の皆様が喜んで頂ける、心を休めて頂けるような例会作
りが出来たらと思っています。
新しいメンバーとのクラブ内の交流を深め、又新たな
メンバーをお迎えできる様な企画が出来る様に進めてい
きたいと思いますので、今期一年間どうぞよろしくお願
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いいたします。
私にとっては主題の通り新たな第一歩となります。本
来人前で話す事が大の苦手の私が、前に出る事は大変勇
気のいる事でした。この機会を頂き本当に感謝してい
ます。私の気持ちの中では、苦手を克服する新たな第一
歩です。
日々話す機会の無い私にとって運営するための準備や、
ましてや話す事の準備などとは思いもよりませんでした。
皆様から「初めはそんなもんや」「そのうち慣れる」と
お声を頂く事で、緊張が緩み上がる事無く話せるように
なっていく自分の姿を見て、少しは話せるようになった
のかな〜〜と実感しています。普段出来ない様な勉強を
させて頂いてありがとうございます。
今期はメンバー増強に向けて森 EMC 委員長とタッグ
を組み、メンバーゲスト強化例会、懇親会など奮ってご
参加頂きたいと思います。そして周りに自慢の出来る暖
かいキャピタルクラブの活動になるように、より一層取
り組んでいきたいと思います。どうぞ皆様よろしくお願
い申し上げます。

聖句の解説 世の終わりにキリストが審判される時、
「羊飼いが羊と山羊を分けるように」すべての人々がより分けられる。「…さあ、わ
たしの父に祝福された人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。お前たちは、わたしが飢えていた
ときに食べさせ、のどが渇いていたときに飲ませ、旅をしていたときに宿を貸し、裸のときに着せ、病気のときに見舞い、牢にいたときに
訪ねてくれたからだ。
」すると、正しい人たちが「主よ、いつ、あなたが飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、のどが渇いておられ
るのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつ、旅をしておられるのを見てお宿を貸し、裸でおられるのを見てお着せしたでしょうか。
いつ病気をなさったり、牢におられたりするのを見て、お訪ねしたでしょうか。
」と答えたことに応答されたのが、表題の聖句です。「最も
小さい者の一人にしたのは、わたし
（キリスト）
にしてくれたことなのである。」最後の審判の基準は、愛の行いを小さい者の人にしたかど
うかだ、と理解すべきでしょう。

11月 Public Relations･Wellness

ワイズデーは各部それぞれのイベントでPRされるがYMCA

デーとならないように、積極的に「ワイズ」をアピールしてください。
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在籍者数
第一例会
第二例会
ゲスト
出 席 率

35名
34名
30名
2名
100％

切
手
現
金
切手換金
累計現金
Ｊ Ｗ Ｆ
Ｅ
Ｆ

0g
0円
0円
1,170円
0円
0ドル

第一例会 11,000円
第二例会 33,000円
累
計 221,500円

パ
ン
ジュース
累
計

5,100円
2,400円
40,560円

中原一晃 広報事業主任（京都ウエストクラブ）

献
血
成
分
累
計
成分累計

0cc
0名
400cc
0名

第一例会
3,279円
第二例会
2,642円
今期累計 26,854円
累
計 423,192円
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EMCアワー

「39（サンキュー）
＋1」
安

部

英

彦

本日の例会は「EMC アワー」
です。森繁樹 EMC 委員長の司
会進行、ご挨拶で始まり「今期
も昨年に続き５名の仲間を増や
したい！ 39 （サンキュー）
＋1」という目標を掲げておら
れました。
その後各座談会の発表が内田
座長チーム亀井さん、田中升啓
座長チーム山口さん、安部座長
チーム金田さん、吉井座長チー
山田会長を真中にバースデーの
ム森常夫さん、大山謙一座長チー
田中（雅）さん（左） 内廣さん
ム五十嵐さんの順番で行われ、
各チームとも座談会が昨年に続き２回目ということもあり内容
もお誘いの段階から入会後のアフターフォローにまで及び、も
うすでに新入会員のスカウトに行かれたチームもあるという事
で、充実した座談会が開
催されていたんだなぁと
感心させられました。
今年の各座長さんは昨
年の座長さんがほぼ目標
達成されているので、 か
なりプレッシャーだと思
いますがキャピタルクラ
ブに新しいメンバーをお
迎えできるように共にガ
山田会長とアニバーサリーの
左から幡南さん 山口さん 石倉さん
（右） ンバリマショウ！

ベテスダまつり

大賑わい
内

田

雅

彦

10月11日（月･祝）一年に一度のべテスダまつりが開催されま
した。といっても私が CS 委員長の昨年はお休みで、二年ぶり
のベテスダまつりの開催で
す。田中升啓 CS 委員長も、
何故かしら力が入り手際よ
くキャピタルメンバーに指
示を……。
今年は、 例年通りではな
く、「うまいもん市」と題し
てキャピタルクラブは、【横
手焼きそば風】の食材、調理、販売担当にその他に「ぶっかけ
うどん、黒豚餃子、ミルクウインナー、タイ風かき氷、ドリン
ク販売」に至るまで当クラブがサポート、メンバー、メネット
さんの手際の良さは本当に感心させられます。
「焼きそば」 といえば山田
英樹会長、鉄板さばきはキャ
ピタル一番、これが無ければ
始りません、新メンバーのみ
んなも和気あいあいとそれぞ
れがお手伝いを本当に楽しん
でおられました。これがキャ
ピタルなんやな〜
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「文化って誰のもの」
西

川

欽

一

今回は、岡本尚男さん紹介の松
久武史さんと森繁樹さん紹介の久
保仁さんのメンバーゲストを迎え、
メインプログラムとして、国際日
本文化研究センター准教授の山田
奨治先生をお招きして「文化コモ
ンズを考える」というテーマにつ
いてご講演いただきました。
数々の講演をされている山田先
山田先生
生も、我々のようなほとんどが働
き盛りの男性という場で講演をするのは初めてだとのことでし
たが、そのご講演は、槍ヶ岳山頂の私物化のお話や「文化コモ
ンズ論」の対象となるのは、控除性・排除性が低い文化であり、
これらは市場を創生し、拡大するという難しいお話を我々にも
解りやすく解説いただき、とても興味深いものでした。
特に、マンガ文化と再創に関して、かつて日本のマンガ家た
ちが、「ミッキー」や「ベティー」などの海外のマンガを模倣
しており、それがやがて世界を席巻する日本のマンガ文化を生
んでいったことや、海賊版が文化を創造し、やがて市場を拡大
させるという考え方は、
著作権というと保護のこ
としか見えていなかった
私にとって、「目から鱗」
で、 自分の了見の狭さを
痛感し、「自分自身が海賊
版かも」と思いながら、
とても興味深く拝聴しま
ゲストの松久さん 久保さん
した。
安部さんも普段は仕事柄
日曜日は休めないのが今日
は月曜日、Happy Monday
で参加、本当に楽しんでお
られました。お昼を回るこ
ろには焼きそば、うどんが…
でも終わるころには完売、
無事怪我もなく終える事が
出来ました。参加して下さったメンバー、メネット、コメット、
マゴメットの皆様、お疲れ様でした。
ゲストで参加下さった五十嵐さんの妹、五十嵐亜紀さんあり
がとうございました。
参加者：安部 石倉 石村 五十嵐 五十嵐亜紀（ゲスト）
内田 内廣 大山
（謙）
岡本 勝山 香山
亀井 菅原 瀬本
田中（雅） 田中（升）
仁 科 八木 柳
山口 山田（英）
森（繁） 西川 西村
【メネット】石倉
内廣 岡本 仁科
柳 山田
（と） 正子･
ダルマパーラン 山口 亀井
【コメット】石倉 田中（升） 山田（英） 亀井
【マゴメット】内廣
参加者総数 38名

すばらしき出会い
内

廣

健

京都に移り住んで以来、商取り引きのあった方から「君
に是非とも紹介したい人が居る」と言われ、これも紙商売
に繋がる方かと思いながら、1983年５月に引き合わされた
のが、当時洛陽印刷㈱社長の岡本尚男さんだったのですが、
「この度、京都南部地区に YMCA の青少年育成活動を支
援するクラブを設立する運びとなり、明日夕方、その設立
発起人会が京都パークホテルで開かれるので参加してみな
いか」との、商売とは異なる分野への誘いの言葉に、魅力
溢れる御人柄とも相まって、お断りする理由もないまま出
席したのが、いま思えば、それからの長きに亘る京都キャ
ピタルワイズメンズクラブとの御縁の発端だったようで…。
その発起人会で、メンバーの方々が真剣に協議して居ら
れる内容は、チンプンカンプン理解不能ながらも、熱意だ
けは充分伝わって来ましたので、「また明日も」との誘い
に乗って又々出席し、気が付けば、設立準備委員会の一員
に組み込まれて居りました。
以来27年、第11代会長を務めさせて頂いたり、その間に
は、EMC、ドライバー、ブリテンの委員長等も経験させ
て頂いたりしながら、個性豊かなメンバー各位の人間性に
魅かれ引かれて、楽しく今日まで歩んで来られたような気
がします。
今日に至ってもワイズメンの真髄を極めることは未だに
出来ていないのですが。
ひ

キャピタルクラブって？
瀬

本

純

夫

私が入会して７年が過ぎ、８年目を迎えました。一番最
初、スポンサーである田中雅博さんより面白いクラブがあ
るけど興味がないかという話から始まったと思います。そ
の時にしていただいたキャピタルクラブについての説明を、
すごく楽しそうに話されていたことを思い出しました。そ
の後、田中さんのスポンサーである方と合流したときに、

五十嵐

由

紀

10月17日（日）、入会間もない私にとって初めての「ワイズ
ポテト・かぼちゃファンド」に参加してきました。
当日は朝の６時に集合ということで、少し早めに到着すると、
真っ暗な中すでに安部ファンド委員長が到着
されておられ、メンバー
も続々と到着、笑顔で
握手するにつれ早起き
の辛さも飛んでいきま
した。
トラックの到着が１
時間ほど遅れましたが、
皆で内田さんからの美
味しいパンをほおばり
大活躍の
安部委員長
ながらお喋りしたり、

中身は分からないが、いいクラブなんだということを感じ
ることが出来たと思います。入会後は、何もわからないま
ま、事業に出かけ、委員会に参加し、少しずつ溶け込んで
いくことが出来たように思います。素晴らしいメンバーに
囲まれ、狭かった世界も広がり、自身の社会勉強にもなっ
ていると思っております。人との出会いがありこうして入
会できたことに感謝し、さらなる出会いに期待をしており
ます。今後、自分でも楽しくキャピタルクラブのことを伝
えることできるような、楽しく、有意義なクラブライフを
送っていきたいと思います。

いつかジャンプ？
八

木

悠

祐

私とキャピタルクラブとの出会いは、2004年だったと記
憶している。サラリーマンをしていた名古屋から家業を継
ぐために帰ってきてすぐだったと思う。そのころ、弟が色
の黒いおじさん（現 石倉さん）とタクシーに乗り込み祇
園方面に行くのを時々見かけていたが、キャピタルクラブ
のことはほとんど知らなかった。
その後、弟とのメンバー交代というかたちで入会したが、
どのようなクラブか全く説明も受けず、理解もせずでの入
会であった。入会当初は、例会やイベントにもたまにしか
参加せず、不真面目なメンバーであったと思う。
クラブのことがようやく分かってきて楽しくなってきた
のは、石倉さんに誘われ、委員会にチョクチョク参加し始
めてからである。普段の例会の雰囲気とは全く異なる、ざっ
くばらんな会話で皆さんと打ち解けられるようになった。
そして、委員長・三役を経験する中で、クラブの意味やク
ラブ運営の大変さ、そして何よりもクラブの楽しさを知っ
た。つまりとても成長の遅いメンバーである。そんな私も
気がつけば次期会長になっている。いつがホップで、いつ
がステップで、いつがジャンプなのかは分からないが、で
きるだけジャンプは後のほうにとっておきたいと思う。と
にかく今は、クラブライフを一生懸命楽しみたい。そして、
そういう風に思えるクラブに入れて、僕は幸せ者である。

岡本さんとメネットにじゃ
がいもファンドについて
教えていただいたりして
楽しく待っていました。
他クラブの方も次々に
来られるなか、トラックも
無事到着、猛暑の影響で
例年の６割しか届かなかっ
たジャガイモでしたが、皆さん手際よく、また交代しながら各
自の車に積み入れられ、作業はあっという間に終了しました。
仲間と一緒に活動する喜びを感じながらの帰り道、１人で鴨
川清掃に参加すると言っていた妹に合流
することに決め、今までの私にとっては
ありえない清々しい１日となりました。
参加者：阿部 五十嵐 石倉 石村
内田 内廣 大山 大山
（謙） 岡本・
メネット 勝山 金田 亀井 神﨑
菅原 瀬本 竹田 田中（雅） 田中（升）
西川 村田 森（繁） 八木 山田（英）
吉井 山田（隆）コメット
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仁科西日本区理事活動記録
10月２日 中部 部会参加
石倉 香山 仁科メネット 柳・メネット
山田（隆） 山田（英） 八木 亀井 随行
10月３日 びわこ部 部会参加
石倉 勝山・メネット 香山 菅原 瀬本 竹田
田中（雅） 仁科メネット 森（常） 柳・メネット
山口 山田（隆） 山田（英）・メネット・コメット
大山（謙） 西川 随行
10月23日 瀬戸山陰部 部会参加
石倉 岡本 香山 田中
（雅） 仁科メネット 森（常）
柳・メネット 山田（隆） 山田（英） 亀井 随行
10月28日 韓国YMCA YMCA同盟による全国YMCA
主事研修「ステップⅡ」に松田東日本区理事、岡本
尚男さんも講師として出席 ２講座を担当
お詫び ９月11日（六甲部）亀井 幡南、９月18日（中
西部）亀井、９月23日（阪和部）竹田、９月25日（西中
国部）村田 幡南さんも随行していただきました。
申し訳ありませんでした。

ファンド作りの不用携帯電話回収事業関連記事
（京都新聞10月14日

朝刊）

＜報告事項＞
西日本区
理事通信10月号の件 →
メール FAX にて連絡
西日本区報到着の件 → 次回例会で配布
京 都 部
ワイズデー11月３日に関して
洛中クラブ山中直前京都部長エルマークロー賞受賞を祝う
会に関して
YMCA
オータムフェスタ11月14日（日）
国際協力街頭募金11月７日（日）
三
役
山田奨治さまご寄付の取扱いに関してニコニコとして受入れ
クリスマス PT 大門副会長、ドライバー、EMC にて構成
キャピタル HP でのウェスティンへのテキストリンクを張る
＜各事業委員会報告＞
Ｙ サ ・ユ ー ス わんぱくチャレンジの件
合同祈祷週11月27日に変更
地域奉仕・環境 ワイズデー：直近の段取り確認
配置図など確認
ロールバックマラリア募金継続
ド ラ イ バ ー 例会後の懇親会を11月第二例会後に予定
交
流 ベゼルクラブへ西日本区大会の案内状送付準備
フ ァ ン ド ジャンパーファンド10月末完成
お米ファンド：11月第一例会より販売、
引き渡しを開始
Ｂ
Ｆ 11月から切手の収集を始め、年内で締切
広
報 12月号に東京クラブ80周年予告
１月号に「キャピタルのちょこっと有名人」
掲載予定
Ｅ
Ｍ
Ｃ EMC アワーの反省
EMC 忘年会：12月10日 場所「いづもや」
＜そ の 他＞
次回三役会
2010年11月18日（木）19時〜
次回役員会
2010年11月30日（火）19時〜

編 集

後 記

11月間近になって急激に寒くなってきました。
さて、11月から今年、新聞や雑誌、ラジオやテレビなど各
メディアに取り上げられたことがあるメンバーの方に「キャ
ピタルのちょこっと有名人」と題して「いつ、何に、なぜ」、
取り上げられたかを取材いたします！
また、個々にお伺いいたしますので、よろしくお願いいた
します。皆さま、お楽しみに！
（委員長 大山 謙一）

11月12日
11月18日
11月25日
メンバー
11月３日
11月28日
メネット
11月20日
コメット
11月16日
11月17日
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金
大

原 弘 明
山 孜 郎

安

部 智 子

山
香

田 奈 未
山 紫 保

香山
柳
仁科

章治・慶子 ご夫妻
慎司・早知子ご夫妻
保雄・節子 ご夫妻

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
２月１日
（火） TOF例会
２月４日
（金） 京都部役員会
２月６日
（日） CSボウリング大会

２月13日
（日） 京都部評議会
２月15日
（火） 第２例会
２月19日
（土） 京都YMCA
創立122周年記念会員集会
２月22日
（火） 第８回役員会

日時：11月15日
（月）
19:00〜
場所：京都 YMCA
各委員会報告より進捗
状況確認

