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『家畜のためには牧草を茂らせ地から糧を引き出そうと働く人間のためにさまざま
な草木を生えさせられる。』

詩篇70編14節

時は満ちるか？
会

長

山

田 英 樹

皆様、新年明けましておめでとうございます。
2011年が皆様にとりまして素晴らしい一年間となりますよう
心よりお祈り申し上げます。
会長主題に『It's Coming』と掲げた今期、早いものでもう
半分が過ぎてしまいました。
まさに無我夢中という言葉がぴったりの慌ただしい半年間だっ
たように思います。
部会での西日本区大会アピール、各委員会に分かれた西日本
区大会実行委員会への参加など、例年にくらべても各メンバー
の皆さんの負担は並大抵ではなかったことと思います。そんな
中にありながら本当に多くの方が様々な事業にご参加くださり、
また凛としたキャピタルクラブらしい例会を盛り上げてくださっ
たことに、あらためて心より感謝を申し上げます。
前期は会長として京都部の他クラブのワイズメンや、各部会

を通して他府県の多くのワイズメンともお会いするたくさんの
機会に恵まれました。お会いしたすべての方がYMCAを愛し
ワイズメンとして誇りをもって活動しておられる姿、本当に印
象的でありました。ただ、そんな中でいつもいつも感じること
が『キャピタルクラブって本当に素晴らしいクラブだな』なの
です。
本年６月、いよいよ西日本区大会の開催です。そんな素晴ら
しいキャピタルクラブが一致団結して多くの皆さんをお迎えし
ます。キャピタルでなければ出来ないキャピタルらしくかつご
参加いただく皆様に感動を与えるような、そんな西日本区大会
にしなければなりません。
実行委員長を中心とした多くの皆様のご尽力で準備の第一段
階は終了し全体像が浮かび上がってきました。
後は一人一人のメンバーがどのような意識を持ち、準備をし
その時を迎えるかが問われているのではないでしょうか？
そんな風に言いながらも、実はひとつだけ確信していること
があります。それは『普段通りのキャピタルクラブであれば必
ずできる』ということなのです。
私自身が普段通りにできるか？ そこはかなり大きな悩みで
はありますが…。皆様と一緒に、良い時を満たす事ができます
よう精一杯がんばって参ります。
本年も何卒宜しくお願い申し上げます。

聖句の解説 人間による自然の破壊が叫ばれて久しくなります。産業文明の飛躍的な進化とともに、自然の破壊は進んでいます。
近年、自然保護の運動が広がりをみせてはいますが、どの程度緊張感を感じているでしょうか。私たちの日常の生活が、コンビニエ
ンスストアに象徴される手軽で、一日中、昼も夜も関係なく、便利なものの中でくみたてられています。便利さに、日々慣らされて
いる自分に気づかされることもしばしばです。生きていく中で、大切なものが抜けていないでしょうか。
また、自然とのふれあいも作られたものの中に組み込まれているように感じます。
私たちが、YMCA のキャンプで言葉で語らなくてもある共通のすがずかしさ、感動を体で感じ取っているのは何故でしょうか。生
命の源である自然を体感しているからではないでしょうか。恐れを持って自然の恵みについて考えたいものです。

１月 IBC・DBC

BC締結で新たな風を！ 多くのワイズメンとのふれあいで違った自分の発見を！
平野実郎 交流事業主任（名古 屋クラ ブ）
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在籍者数
第一例会
メネット
ゲ ス ト
第二例会
メネット
ゲ ス ト
特別メネット
コメット
出 席 率

35名
32名
1名
4名
32名
15名
5名
1名
20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
1,000円
第二例会
0円
累
計 240,500円

お酒ファンド 12,500円
ニシンそば 28,050円
累

計 688,700円

献
血
成
分
累
計
成分累計

0cc
0名
400cc
0名

第一例会
3,331円
第二例会
0円
今期累計 38,153円
累
計 434,491円
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人から学ぶことの大切さを再認識
金

原

弘

明

今日の例会は、 元オリックス・ブルー
ウェーブの奥村幸治様による「野球に学ぶ
人材育成術」という講演が行われました。
奥村様はオリックス入団当時、イチロー
選手の打撃投手を務めておられたそうで、
講演はその当時のイチロー選手の話から
始まり、最初から皆興味津々で聞き入りま
した。
奥村幸治さん
イチロー選手は常に「試合で早くバット
を持ちたい」というプラス思考を持ち続け、その為に体調管理
を含めて「ルーティーン」をとても大事にしていること。メジャー
の選手はファンから信頼され応援される選手である為に、野球
の技術を高めるより「人・人格」がすばらしい選手であり続け
ることを一番大事だと考えていること。楽天の田中投手の成長
の裏には、「人のアドバイスは一度でいいから試しなさい」と、
素直な心こそいい選手になる秘訣だという教えをされる高校時
代の監督がいたこと。そして、今年亡くなった巨人の木村拓也
選手は「決して体格に恵まれていない自分が少しでも長く大好
きな野球の世界にいつづけるには、どこかで誰かが自分のこと
が必要だと言ってもらえる存在でいよう」と、原監督から初め
て会った時に言われた「キャッチャーはやれるのか」とのたっ
た一言の問いかけの為に、10年間キャッチャーミットを常にカ
バンの中に持ち続け、練習も絶やさなかったこと…
最初から最後まで、楽しく、興味深く、とても感動的な話ば
かりでこの紙面で書き尽くすことはできませんが、奥村様の優
しい、問いかけるような口調と共に、今も胸の奥に強く残る講
演でした。奥村様は現在、少年野球チームの監督もなされてい
るようで、こんなすばらしい監督の指導の下なら、第二、第三
のイチローが生まれてくるのではと楽しみな気がします。奥村
様、本当にありがとうございました。

クリ スマス 例会
吉

井

崇

人

今回のクリスマス例会は、私自身がプロジェクトチームの委
員だった事もあり会場の設営・音響・照明準備と開場ギリギリ
までバタバタしておりました。
会場の照明が落とされコメットによるキャンドルサービスが
始まると、雰囲気は一気にクリスマスモードにはいりました。
「きよしこの夜」を斉唱し、山田会長の半期の活動の労いと、
残り半期への決意の挨拶があり、その後ファミリー紹介、神﨑
連絡主事によるクリスマスメッセージ、八木次期会長による乾
杯の発声でパーティーが始まりました。
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楽しい雰囲気のせいか、景品渡しを任されたせいか、お酒が
すすみ直ぐに気持ち良くなって行きました。
そうしているうちに、山田会長サンタ・金原副会長トナカイ
によるサンタプレゼント。うれしそうな子ども達の笑顔をみて、
渡している側の笑顔も見て、いい時間だなと浸っていると、例
会の大門総指揮官から音量を下げてくれと指示が……！ そう
です、この日の私はのほほんとしている時間は無かったのです。
続いて、メインプログラムのアトラクションが始まりました。
ライターゲーム・柿ピー早食い・ピンポンゲーム・風船割り・
ラムネ一気飲み・うまい棒早食い・皆さん楽しそうに参加して
頂いていたので本当に良かったです（ゲーム準備・景品渡しに
気を取られておりました）。
アトラクションも終わり・プレッシャーからも解放され、全
員での記念撮影。
年々、メンバーが増え狭くなっていく舞台に嬉しさを感じな
がらクリスマス例会の終了を迎えました。
なお、大阪なかのしまクラブより、今期のメネット事業であ
る「豊島神愛館」支援チャリティーコンサート（２月19日）のPR
をかねて今井さん、國友さん、藤好さんが参加され、新入会の
亀井さん、金田さんご一家も初参加、コメット20名を含め総勢
74名と盛会でした。
来年も楽しみです！
ちなみに、音響のCDをホテルに忘れてしまい、次の日に取
りに行くはめになりました。
皆さんも、仕事は最後まで気を抜かずにキチッとしましょう。

ちょこっと有名人 ①
―業界や地域で活躍されておられるメンバー紹介―
ネットショップで独自のサービスと個性ある中堅モールの取
り組みと活用法で「週刊日流eコマース」紙に、山口雅也さん
の会社「ジェイハンズ」を取材した記事が昨年７月から５回に
わたって掲載されました。№５を掲載します。

燃える思いの人
石

村

吉

宏

私の職場はゆっくりと話のできる大人がいません。夏休
み中には時代や世間から取り残されて行くような思いがあ
りした。
そんな時、久しぶりに会った友人からワイズメンズクラ
ブに入会した話を聞きました。友人の雰囲気が今までとは
違って、ワイズも知らないので、悪い宗教に入ったんだと
思いまいた。
しかし、よくよく話を聞くとそれ程悪くはないかと思い、
友人も入会したてでスポンサーの所へ行くと、「君の所か
ら近い場所に新しいクラブが出来るのでそっちへ紹介する
わ」と言われました。
暫くすると、新しいクラブの会長（堀さん）が来られ、
一生懸命クラブの事を熱く説明して下さいました。初めて
オーラの出ている人に出会い、あまりの迫力で、こんな人
と一緒では身が持たないので止めようと思いました。
嵐のように来て、去って行った堀さんの後で、友人のス
ポンサーが「あれは建前の話で、実際はもっと面白いで」
の一言で例会に行くと本当に面白く、親切にして頂き現在
に至ります。
堀さんにはそれからずっとお世話になり、断らないでよ
かった。

ステップ一歩目
竹

田

博

和

私は元来飽き性なのだと思います。学校を卒業し、家業
を継ぎ、家庭を持って数年、子育てという場面では飽きが

森

繁

来るということは無かったですが、自分自身の成長という
ことに閉塞感を感じ始めていました。
現状を変えたいという思いで、大学の同窓会を始め、関連
の勉強会等いろいろと出席している、ちょうどそのようなタ
イミングでワイズメンズクラブと出会うことができました。
飽き性の私がどうして15年以上も同じクラブに居るので
しょうか。それはワイズメンズクラブや YMCA の活動か
ら、常に新しい発見や感動を与えていただけるからに他な
りません。そういう意味で私は今、やっとステップに一歩
足を乗せたところだと感じています。
ジャンプの時が来るのかどうかわかりませんが、自分な
りに一歩ずつ歩んでいきたいと思います。

火曜日の19時
山

田

隆

之

当時、あまり深いお付き合いも商売の取引もない、初代
会長の堀さんから詳しい説明もなく、「とりあえず火曜日
の19時にパークホテルに来い！」と言われ、何故か素直に
行ったのが入会のきっかけです。
今のメンバー候補のように丁寧な説明もオリエンテーショ
ンもなく、私の知っている情報は「火曜日の19時にパーク
ホテル！」ということだけでした。
私は、二週連続で「火曜日の19時にパークホテル！」に
行ってしまい、「今日は欠席者が多いな〜？…」何も知ら
ない私は、「火曜日19時の役員会！」に行って笑われたこ
ともありました。
そんな苦い思い出のキャピタルクラブ入会も早いもので
12年になり、今では、親友・相談相手・目標となる人・悪
友…全ての友人がいる「火曜日の19時にウエスティン都ホ
テル京都！」が大好きです。

樹

12月10日（金）いづもや（先斗町）に於いて
EMC 忘年会が盛大に開催されました。
山田会長の開会の挨拶に始まり、八木次期
会長の乾杯、途中で山口次々期会長の会長就
任に向けた意気込みのスピーチがあり盛り上
がりました。忘年会のイベントとして川柳の
発表がありました。
山口次々期会長
仁科理事賞は、石倉さんと大門さん、山田会
長賞は、田中雅博さん、佳作に、安部さん、田中升啓さん、ゲス
トの長谷川さんの川柳が選ばれました。選外は八木さんでした。
最後は瀬本直前会長の一本締めで閉会となりました。
川柳入選の皆さん

大門さん

安部さん
八木さん

田中（升）
さん
長谷川さん

（左 ）
石倉さん
（右 ）
田中
（雅）
さん

参加者 31名
石倉、石村、勝山、香山、菅原、瀬本、大門、竹田、田中
（雅）、田中（升）、仁科、橋本、村田、森（常）森（繁）、八木、
柳、山口（雅）、山口（弘）
、山田（英）
、山田（隆）、吉井、幡南、
大山（謙）、内田、安部、西川、金田、西村、亀井、ゲスト
長谷川
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仁科西日本区理事活動記録
12月11日〜12日
仁科

吉本貞一郎・佐藤典子元理事
結婚式（熊本）
仁科節子 岡本 岡本都

クリスマスロビーコンサート
12月14日（火）
大山

謙一

京都 YMCA 三条本館にて12月13日（月）から17日（金）ま
での期間ロビーコンサートがありました。
キャピタルクラブは14日（火）を担当。竹田さんの挨拶、京
都ノートルダム女子大学女性合唱団の紹介のあと、クリスマス
ソング定番の「もろびとこぞりて」や「きよしこの夜」など数
曲の合唱がありました。優しい透明感のある歌声がロビーを包
みこんでいきました。コンサートの後は、ロビー内の椅子やテー
ブルをもとに戻し帰路につきました。
参加者：山田会長、竹田さん、柳さん、五十嵐さん、大山
（謙）

クリスマスキャンドル
サービスキャロリング
12月17日（金）

大山

謙一

18:30から京都YMCA三条本館のロビーにて、京都ノートルダ
ム女子大学ハンドベル部によるロビーコンサートがありました。
「ホワイトクリスマス」や「ジングルベル」などの美しい音
色に耳を傾けたあとは、礼拝がもたれ、「神が共に」と題して
賀茂川教会の高塚郁男牧師の奨励がありました。そして、キャ
ンドルライトサービス。白いガウンを羽織り、ペンライトと歌
集を持って移動。ワイズメン、リーダーなど総勢70名ほどで三
嶋亭前など数カ所で合唱し、YMCA で神﨑総主事の挨拶でク
リスマスキャロリングは終了となりました。
参加者：大山（謙）

＜報告事項＞
西日本区
理事通信12月号の件 → 回覧・配布
国際会長ファミリーレター12月号 → メール FAX にて配布
西日本区大会登録用紙到着
京 都 部
京都部 CS チャリティーボウリング 第二報と出欠確認
リトセンチャリティーゴルフ ３月６日滋賀 CC. ２月５日締切
１月24日クラッシックコンサートの件
ＹＭＣＡ
わんぱく子どもチャレンジ、X'mas ロビーコンサート報告
夜桜フェスタの協力依頼 屋台出店に関して
チャリティーラン第１回拡大版実行委員会 １月31日 19:30〜
三
役
東京クラブ80周年記念例会の件 ３月19、20日
１月中に参加人数連絡
長谷川幸昌さん・倉見直樹さん入会式の件
１月６日 オリエンテーション
石倉実行委員長１月より役員会出席の件
＜各事業委員会報告＞
Ｙ サ・ ユ ー ス リトセン夜桜フェスタ 例年通り「飲み物
販売」希望
地域奉仕・環境 ロールバックマラリア募金 目標を34名分
（27,200円）として進める旨確認あり。
メタセコイヤフェスティバル
１月から参加団体を呼んで実行委員会を結成する予定
ドライバー委員会 ２月第２ Ｙサアワー例会にユースコンボ
ケーション体験談を入れる件確認
交
流 ベゼルクラブへの西日本区大会案内送付の件
東京クラブ80周年記念会の件
西日本区大会のベゼルクラブの宿泊先を、「京都トラベラー
ズイン」20名分仮予約済み
フ ァ ン ド 使用済み切手回収 新年例会まで延期
お米ファンド在庫（販売残）の件 残り15口有
広
報 １〜３月号ブリテン内容検討
Ｅ
Ｍ
Ｃ 12月ゲストの確認 志田さん
（仁科さんご紹介）
次回委員会はＹサ委員会と新年会を兼ねて行う
＜審議事項＞
長谷川さん（山田会長ご紹介） 倉見さん（内田さんご紹介）
入会の件 → 承認
半期報告・半期会計報告
最終版を役員に確認をいただくということ
で承認
＜そ の 他＞
クリスマス pt 委員会より当日のゲストの確認
当日の進行、集合時間の件確認
次回三役会
2011年１月20日（木）
次回役員会
2011年１月25日（火）
４月19日（火）
４月26日（火）

金田 英二・さおりご夫妻

メンバー
１月11日
１月23日
１月31日
メネット
１月６日
１月９日
１月28日
コメット
１月５日
１月13日
１月27日
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五十嵐由紀 １月21日 安部 英彦
西川 欽一 １月24日 村田深砂子
仁科 保雄 １月31日 内田 雅彦
正子・ダルマパーラン
金原 康代 １月９日 八木 未穂
金田さおり
山口 遼子 １月10日 山田 遥加
森 奈都子 １月26日 大門 皆斗
柳
智之 １月31日 神﨑あいみ

第二例会
第10回役員会

１月25日

３月１日（火） 第１例会
３月４日（金） 京都部役員会
３月12日（土）〜 13日（日）
次期会長・主査研修会
３月13日（日） 京都 YMCA 卒業リーダー祝会
３月15日（火） 第２例会
３月19日（土）〜 20日（日）
東京クラブ80周年記念会
３月22日（火） 第９回役員会
３月27日（日） メタセコイヤフェスティバル
４月１日（金） 京都部役員会
４月２日（土） 花見例会
（メネット招待）
４月17日（日） リトセン夜桜フェスタ

第24回アジア地域大会
台湾・宜蘭
（イーラン、ギーラン）
８月５日（金） 開会式 13:50（受付開始 10:30）
８月７日（日） 閉会 12:30
登録費
（ホテル代は含まず）
４月30日まで…8,000台湾ドル（約22,000円）
５月１日以降…9,000台湾ドル（約25,000円）
（何れもクレジットカード払いの場合は
３％アップ）
ホテル
大会会場ホテル（ツイン１室１泊約17,000
円〜20,000円）の他、複数の提携ホテルあり
ユースコンボケーション
８月３日（水）
〜７日
（日）

