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『あなたが根を支えているのではなく、根があなたを支えているのです。』

ローマの信徒への手紙　第11章 18節

在籍者数 37名

第一例会 31名

第二例会 34名

ゲスト 2名

出席率 97.29％

切　　手 0ｇ

現　　金 0円

切手交換 0円

累計現金 0円

Ｊ Ｗ Ｆ 0円

Ｅ　　Ｆ 0ドル

第1例会 10,000円

第二例会 10,000円

累　　計 304,500円

お米 30,400円

マスク、うがい薬 

2,800円

検温くん 4,095円

バウムクーヘン 22,800円

累　　計 751,295円

献　　血 0㏄

成　　分 1名

累　　計 400㏄

成分累計 1名
（成分献血は人数でカウン
トするので訂正しました）

第一例会 2,749円

第二例会 3,676円

今期累計 52,273円

累　　計 499,750円

2

３月 EF・JEF 個人や、家族や、クラブなどでの色々なハッピーニュース・ラッキーニュー
スを記念して、ワイズダム発展のために献金しましょう。

杉 浦　英 ファンド事業主任（奈良クラブ）

　西日本区理事に輩出されて、すでに半期が過ぎ、昔からの

格言にありますように「光陰矢の如し」を地で行くようなあ

わただしさで、逆に考えると悩んでいる暇などなしに、あっ

と言う間に過ぎ去っていくような幸せな毎日です。私達は西

日本区全体が今どのように考え動いているのかを考慮しなが

らメンバーの皆様に、絶えずワイズメンズクラブの活動が発

展するために自分自身の活動に責任を持ち、ワイズの事業を

広めて戴くことをお願いしてまいりました。特にメンバー増

強に力を入れ、「どんな事業もＥＭＣに繋がるように」を各

事業主任にお願いしています。

　現在は 1,630 名から 1,706 名までメンバー数が復帰してま

いりました。わがクラブも 5 名の増員となり、私にとりまし

ても自クラブの活性に大いに勇気づけられています。特に京

都部では京都パレスクラブや京都トップスクラブがメンバー

増強に貢献されています。また、京都ゼロクラブがチャー

ターされ、西中国部も岩国みなみクラブがチャーターを迎え

られ、西日本区にとりましても今期の大きな貢献であると

思っています。

　これからは今迄に私達が培ってきたワイズの活動やワイズ

の精神について、その活動内容が西日本区定款と国際憲法と

の整合性を検証しなければならないと思っています。また、

国際は 2022 年までに、ワイズのあり方を少しずつ変えてい

くような方針を立てています。それが良いか悪いかは別と

し、これから協議や審議の対象となっていくことでしょう。

　これからも難しい問題が出てくることと思います。たとえ

ばアジア大会開催地を西日本区でということも浮上していま

す。これから私達の中で課題の一つとして考えておくべきで

しょう。

　しかし、いまは京都で行われます今期の西日本区大会を成

功させなければなりません。山田英樹会長、石倉実行委員長

のもとに、メンバー全員が一丸となってこの大会に力を注い

で戴いております。京都らしい素晴らしい大会となりますよ

うに、西日本区役員も気持ちを同じくして頑張りたいと思い

ます。

　これから半年なにとぞご協力とご指導、ご鞭撻をよろしく

お願い申しあげます。

西日本区をそして

京都部をより活性化しよう

西日本区理事　仁　科　保　雄
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２月第一例会 2011年２月１日（土）　19:00～21:00
ウェスティン都ホテル京都 ２月第二例会 2011年２月15日（火）　18:00～21:00

ウェスティン都ホテル京都

Y サアワー例会
香　山　章　治

　昨年 12 月に行われました「わんぱくチャレ
ンジクラブに参加して」というお題で、クラ
ブメンバーの西川欽一さん、石村吉宏さん、
そして山田英樹会長より体験談をお話してい
ただきました。
　バウムクーヘン・ミネストローネ・グラタ
ン・ロールキャベツを知的障害のある子供
達、そしてリーダーの皆さんと一緒に作って
いくなかで、子供達の元気さや純粋さを肌で
感じ、ボランティア活動の意義を体感し、楽
しい時間を共有できたというものでした。次
回はぜひ多数参加し、この感動を味わって欲
しいというお話でした。
　また、京都ＹＭＣＡリーダー杉浦弘寿様、
小林美喜様のお二方からは、リーダー側の立
場で内容報告をしていただき、クラブに対す
る感謝と御礼を述べられました。
　その後、「ユースコンボケーション体験談」
と題して、上杉佳世様と北村早紀様よりお話
して頂きました。昨年の 8 月、東山荘にて 7
日間の長期プログラムの中で 40 カ国計 160 名
の各国のユースと、英語で文化 ･ 習慣等を話
し合いながら、環境問題等を学習し、またア
ウトドア等も体験していくというものでした。
　昨年８月に国際大会で我々も元気なユース
の皆さんとお会いしたのを覚えております。
今回お話をいただいたゲストの方々は、すべ
ての面で素晴らしいの一言です。この子供達は何かを与えら
れてやっているのではなく、やりたいことを自ら見つけ、自
らの力で進んでいってるというのが、このような成長をもた
らすのだと思いました。私自身も勉強になりましたが、リー
ダーと歳の近い私の子供達にもこの話をしてあげたいと思い
ます。

ハーモニカの奥深さにビックリ !!

内　廣　嘉　子

　去る 2 月 19 日、会員が女性だけの『大阪なかのしまワイ
ズメンズクラブ』が主催する
チャリティーコンサート「徳永延生トリオクロマチックハー
モニカ演奏会」に、我がキャピタルクラブからも、総勢 8 名 
( 勝山夫妻、仁科夫妻、山口特別メネット、岡本、柳、内廣
各メネット ) が参加。
　会場の大阪クリスチァンセンターホールは、約 350 名もの
善意の人達で埋めつくされ、夕方 4 時 30 分開演からの約 2
時間、ピアノとベースを従えた小さなハーモニカ 一本での
演奏が、まるで魔術のような変幻自在の四オクターブ音色と

なって響き渡り、すばらしい一刻を過ごさせて頂きました。
　高年齢の私にとりましても、「黒いオルフェ」「クマーナ」

「イパネバの娘」等々、ジャズやボサノバの昔懐かしい曲ば
かりで……。
　このコンサート収益が、豊島神愛館の乳幼児達の笑顔に繋
がっていると思いますと、生雲会長を中心とするクラブメン
バーの方々にも、大きな拍手を送りたくなりました。

ＴＯＦ例会

環境問題の再確認
幡　南　　　進

　２月第１例会は、京
エコロジーセンター環
境ボランティアの天野
光雄様から「家庭で出
来る省エネのアイディ
ア」と言うお題のご講
演を頂きました。地球
温暖化の話から個人一
人一人で出来る省エネ
のお話まで、普段耳に

しても聞き流してしまう様な事を解りやすく伝えて頂き、非
常に興味のあるお話でした。
　なぜ温暖化になるか。CO２は物を燃やすと発生する事など
小学生の時に習ったことは、大人になってすっかり忘れてい
ました。海面の上昇は海水温度が上がった事の膨張が原因で
有る事などは、私は北極の氷が融けるのが一番の上昇原因だ
と思っていました。家庭の事で言うと温暖化の原因だと思っ
ていたエアコンが暖房器具の中で一番省エネになる事や、テ
レビ・冷蔵庫・パソコン・ポットまで、扱い方一つで省エネ
に協力できること。最後まで聞き入ってしまいました。
　中でも私が特に驚いたのが、約２０年間で京都の産業部門
が温暖化の原因を４５％削減していた事です。京都の産業に
携わる方が早くから対応して
きた成果です。私は自分を振り
返り省エネの対策がまだまだ出
来ていない事に気付かせて頂け
る、大変良いお話だったと思い
ます。ありがとうございました。

聖句の解説
　私たちは、根によって支えられた接ぎ木としての人
間であります。
　一人ひとりが神様に栽培された大きな木の枝から接
ぎ木された存在です。
　このことに気づき立ち返りましょう。

ＴＯＦ：現在進行中のプログラム

1. セネガル共和国ビニョナ地域（ダカールから 45 ㎞
離れた）の青少年 400 名への教育支援。

2. インド、ケララ地域において、エイズ防止セミナー
等開催支援

3. フィリピン、バランガイ地区にて 3 ～ 6 歳の子供達
が収容されているデイケアセンター運営

4. ブラジル、サンタクルス・カブラリア地域にて 6 ～
14 歳の青少年教育支援

5. ベトナム、ホーチミンでの HIV/AIDS 防止教育
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第８回京都部 ＣＳチャリティーボウリング大会

亀　井　久　照

　２月６日に鷹ヶ峰の「しょうざんボウル」でＣＳボーリング大
会が行われました。
　キャピタルクラブ内で拡がったインフルエンザが、田中升啓地
域奉仕委員長にも感染してしまい、残念ながら欠席となり、急遽
五十嵐さんが受付等の担当をされることになりました。
　午後１時半集合で、わがキャピタルクラブのメンバーも集まり
はじめましたが、間違って登録されているメンバーや忘れておら
れた方、中には確認の電話をすると「いま日本海の海の上やけど
……忘れてたごめん！」という先輩メンバーもおられました。イ
ベントのとき何かトラブルがあると、楽しい笑いの出来事に変え
てしまうのもキャピタルクラブの良さだと思いました。
　そして、阪田京都部部長の挨拶の後、40 数レーンを貸し切って

ゲームがはじまりまし
た。全体で約２００名の
参加者となり、京都部の
大きさを実感しました。
受付のテーブルには豪華
賞品が沢山置かれていた
ので、みんなで上位入賞
を狙いましたが、団体戦
での入賞は出来ませんで
した。しかし、五十嵐さ

んが大健闘されて、個人で４位入賞をはたさ
れました。とび賞も沢山ありましたが、何故
かキャピタルクラブにはひとつも当たりませ
んでした。来年は是非入賞したく思います。
　参加者の皆様お疲れさまでした。今期も残
りわずか……という事は西日本区大会が目前
になってきました。力を合わせて頑張りま
しょう。

ストライクとれなかった……

石倉　京

　今日、お父さんとお母さんと京都部チャリティーボウリ
ング大会に行きました。
　一年に一度のボウリングです。わたしは、ボウリングが
苦手だけどがんばりました。去年はストライクをとれたの
に、今年はストライクをとれませんでした。だけどスペア
をとりました！
　団体戦で、お父さんのキャピタルのチームは上位に入ら
なかったけど個人戦でいがらしさんが 4 位になりました。
キャピタルの中でいちばん上手でした。
　来年はストライクをとって私もがんばりたいと思います。
　ＰＳ．コメットはわたしだけでした……。来年は、みん
なも行こうね。

壮年体育教室での出会い
勝　山　廣一郎

　1976 年京都パレスクラブ（京都キャピタルクラブの親クラ
ブ）入会、それより約一年ほど以前から京都ＹＭＣＡ今出川校
の壮年体育教室に通っていました頃に岡本尚男さんと故 宮本隼
史さん（京都パレスクラブ）に出会い、ワイズメンズクラブへ
の入会を勧められていました。
　その時代はアマチュアバンドでホリデーインのラウンジで演
奏をしていましたが、たまたま京都パレスクラブのホームクラ
ブ例会場であったこともあって、二度目の出会いとなり入会の
機会を得ました。
　入会まもなく奉仕クラブ理論の説明を（７～８回）通算約７
年間ほど聴く機会を得、ＹＭＣＡとワイズ、奉仕クラブと奉仕
の心を徹底的に教え込まれました。
　もう一つ重要なことはウエルネスについてＹＭＣＡの教室に
通う中から、心と体の大切さ教えていただき健康に注意をする
よう心がけるようになりました。
　これからも若いメンバーから新鮮な知識を得、同僚、先輩の
方々より知恵を得、歩んでいきたいと思います。

強制的だったのがやがて自主的に
田　中　升　啓

　「副社長だった堀さんが長年お世話になり、また何かとお世
話になっている YMCA のサポートクラブなので、今後君が
行って何かお役にたってきなさい」。
　ある日突然うちの会社の社長から言われました。「ワイズメ
ンズクラブ……、知らないなぁ……。」　そう思いながら訳も分
からないままに石倉さんの説明を聞き、例会に参加させていた
だきました。
　ですので、私の場合は最初のきっかけが少し皆さんと違うと
思います。強制的な参加だったのです。しかし、そこには多種
多様な職業の方がおられ、今自分がいる業界の中だけでは聞け
ない話や、気づかないようなことがたくさんありました。
　最初はほぼ強制的に参加させられたようなものでしたが、今

ではメンバーの皆さんと例会やボランティアをするのがとても
楽しいです。強制ではなく自主的に参加したいと思わせる力を
このクラブは持っています。これからも皆さんとクラブを通じ
て良い経験をし、大きなジャンプが出来るようにがんばります。

あんなに嫌だったのに……
吉　井　崇　人

　私も、先月で 30 歳になりました。入会時は、24 歳だったの
で本当に時間がたつのは早いものだと感じます。
　入会したきっかけは、高校の野球部 OB 会で初めてお会いし
た大門先輩でした。それから、何度かお会いする度にパワフル
な大門さんに魅力を感じました。
　「この人は、どんな世界にいるんだろうか？」
　興味が出てきました。僕自身も、何かをしたくて、どうした
ら良いのかわからなくて悶々としている時期だったので、そん
な時に、キャピタルクラブのお話を聞き誘っていただき入会さ
せて頂く事になりました。
　入会させて頂いた当初、不安だらけで、しんどく本当に大変
でした。あまり好きではなかった。今考えると、あの当時の自
分には背伸びし過ぎていたように感じています。
　時間がたつにつれて、メンバーの皆様が私にかけてくださっ
た言葉・接し方のありがたさを感じどんどん惹かれていきまし
た。
　時間を作るという作業は入会当初と変わらず（変わっている
はずですが。）やはり大変ですが、今となっては、キャピタル
クラブが本当に大切な空間になっております。メンバーの皆様
方にたくさん学ばせていただくばっかりで、私ができることと
いえば、相槌を打つ事と笑顔を振りまく事くらいしか出来ませ
んが、本当に感謝しております。
　あんなに嫌だったクラブなのに、今は大事に思っているこの
心境、生きてると人間色々な心境の変化があって面白いです
ね。自分でもビックリです。
　今後ともメンバーの皆様とは、長いお付き合いをと思ってお
りますので、クラブの皆で長生きしましょう。

参加者： 山田会長・五十嵐・石倉・博子メネット・京コメット・
内田・亀井・柳・早知子メネット・山田（隆）
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ゆめ倶楽部情報誌『LifeLike』2010 年 5・6 月号から３回に
亘って掲載。山田会長の木造建築にかけるこだわりとユニ
バーサルデザインに行き着いたのがワイズスピリッツに触発
されたと話しておられます。

出席第一・時間厳守・親睦・奉仕・古切手収集

2011年２月22日（火）19:00～21:00
ウェスティン都ホテル京都　竹の間

メンバー
 ３月11日 香　山　章　治 ３月23日 勝　山　廣一郎
 ３月31日 岡　本　尚　男  
メネット		
 ３月３日 森　　絹　　代 ３月13日 吉　井　香　月

 ３月16日 香　山　慶　子 ３月23日 倉　見　享　子
コメット誕生日	 	 	
 ３月７日 亀　井　春　菜 ３月22日 亀　井　陸　矢
３月31日  竹　田　睦　子 ３月30日 倉　見　航太朗

金原　弘明・康　代ご夫妻  ３月５日
山田　英樹・とも子ご夫妻  ３月20日
竹田　博和・倫　子ご夫妻  ３月25日
大山　孜郎・悠　子ご夫妻  ３月31日

 ５月13日㈮ CATT合同例会
５月17日㈫ 第二例会 
 ５月22日㈰ チャリティーラン
 ５月24日㈫ 第11回役員会
 ６月10日㈮～12日㈰
  第14回西日本区大会
 ６月21日㈫ 第12回役員会
 ６月25日㈯ 引継例会

2010年5・6月号

＝編集後記＝　2011 年も３ヶ月が過ぎ西日本区大会まで、あと３ヶ
月と迫ってきました。皆さま、益々多忙になりますがブリテンの紙
面作りへのご協力何卒よろしくお願いいたします。　　大山 謙一

 2 月 5 日 西中国部　岩国クラブ 10 周年記念例会、
「岩国みなみ」クラブの設立総会

 19 日 中西部大阪なかのしまクラブチャリティー
コンサート

 25 日 26 日 27 日
  東京で開催される ｢ミッドイャーミーティング ｣

＜報告事項＞
西日本区

・ 西日本区大会登録開始　キャピタルクラブ登録状況：
　メン 37 名　メネット14 名　特別メネット2 名　合計 53 名

京 都 部
・ 京都部評議会　2 月 13 日開催　　
　部費値上げの件：継続審議　
・ ＥＭＣシンポジューム　メルパルク京都
 参加者：8 名

YMCA
・ 夜桜フェスタ　4 月 17 日　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　1/31 開催
・ リーダー祝会　3 月 13 日
・ 平和の集い　3 月 14 日 ~24 日　セミナー 18 日・25 日

三　　役
・ 東京クラブ 80 周年→キャピタル申込 30 名程度
・ 西日本区大会決起集会に関して→ファンド委員会が企

画、キャピタルメンバーのみで開催　３月下旬頃
・ ５月１３日　CATT 合同例会の件　ホスト東稜クから

連絡
・ 新入会メンバー　歓迎会開催の件→決起集会と同時開催
・長谷川さん御祝金の件

＜各事業委員会報告＞
・ Ｙサ・ユース
 卒業リーダー祝会御祝金は３月第１例会にてお渡しする
 鴨川チャリティーランの景品　ウェスティン都ホテル京都

に打診
・ 地域奉仕・環境
 ロールバックマラリア献金 31,000 円　
 TOF 献金 77,908 円 CS 献金 49,500 円
　年賀はがき当選切手 9,100 円
 リトセンメタセコイヤフェスティバル内容の件
・ ドライバー委員会
 3 月第 2 例会会場変更：コスモスホールに変更
・交流
　東京クラブ 80 周年記念　3 万円を記念募金
 ベゼルクラブから西日本区大会参加者 10 名が確定
 応対の検討
・ ファンド
 バウムクーヘン 60 個販売。米の在庫残り 3 口
 今後のファンドについて。　BF 献金 68,000 円　
・ 広報
 ４～６月号記事内容の確認　
・ EMC
 EMC シンポジューム 8 名参加。（各グループリーダー）
 新入会員歓迎会を決起集会と合同する件
・西日本区大会実行委員会
　今後は大会プログラムの詰めの作業を毎月単位で行う。
　着物を着る人が少しさびしいので、個々に呼び掛けて

いく。
＜審議事項＞

・ 長谷川さん御祝の件に関して
 →３月第１例会で御祝金をお渡しする：承認

＜その他＞
 次回三役会　2011 年３月　15 日㈭　21 時～
　次回役員会　2011 年３月　22 日㈫　19 時～

長谷川幸昌さんの長女呼
こ

春
はる

ちゃん
2011 年 2 月 14 日生。
娘共々、今後ともよろしくお願い
いたします。　　　　（父より）

こんにちは赤ちゃん
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