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『いかに幸いなことでしょう あなたの家に住むことができるなら まして、
詩編 84 章５節
あなたを賛美することができるなら。
』

Membership &
Conservation
森

繁

樹

今年度の EMC 委員会のスローガンは、
「39 名（サンキュ）＋
１名（ワン）体制にする！」で、具体的には①増強目標５名②
ノンドロップ（減少なし）の大きな二本柱でスタートしました。
EMC の「E」＝ Extension（新クラブを設立すること）は通
常は委員会として特になにもなく、「MC」＝ Membership ＆
Conservation（新会員増強と意識高揚）
、新会員増強について
は、４月 18 日現在、退会者はゼロですが、新会員が２名、会
員数 37 名と目標の 40 名まで後３名といった状況です。本年度
も前年度の座談会形式を踏襲し、今年度は比較的若手（平均年
令 38.6 才）中心の座長を５名（安部さん、内田さん、大山謙一
さん、田中升啓さん、吉井さん）にお願いしました。ねらいは、
座長を若手にすることにより新入会者の年齢層も 30 代〜 40 代
になるのではないかと期待しました。期待通り 30 代と 40 代の

新入会員となりました。しかし反省としては、５名中４名が他
の委員長をされており、それぞれの委員会の運営と併せて座長
を兼務していただき大変な負担をかけたことです。
意識高揚としては、まず５つの座談会を開催することにより
キャピタルクラブのメンバーの全員が新会員増強とノンドロッ
プを再確認していただけたとものと思われます。それと、忘年
会、新会員歓迎会を開催し多いに親睦を深めて頂きました。そ
れぞれの会では「川柳」を参加者の皆様に書いていただき、仁
科理事賞、山田会長賞を授与していただき、おおいに盛り上が
りました。キャピタルクラブにおいては「親睦を深める」とい
うことについては全く問題ないようです。
EMC 委員長をさせて頂いて感じたことが、全くの私見です
が一つだけあります。会員増強は今後も積極的にしていかなけ
ればいけないと思います。理由としてはたいへん積極的にされ
ている他クラブもある以上、良い人材は積極的に勧誘しないと
他クラブにいってしまう可能性が高いと思われます。良い人材
がまた良い人材を生みます。良い人材の確保の為にも引き続き
積極的な会員増強が必要かと感じます。
最後になりましたが、５名の座長さんには座談会を開催して
頂いたり、３回の座長会に参加して頂いたりでありがとうござ
いました。心より感謝申し上げます。

聖句の解説
かつてイスラエル民族は、エルサレムを神の都として、神殿を建てました。やがて彼らはエルサレムに上る巡礼の旅を始め、その
道すがら、絶えず祈り、賛美し、感謝の歌を詠い続けました。
やがて時代は下り、イエスはその神殿の境内に入ると、そこで売り買いしていた人々を追い出し、両替人の台や鳩を売る者の腰掛
けをひっくり返されました。もはや神殿は賛美の場所ではなくなっていたからでした。
さらに時代は下ってユダヤ人とアラブ人との間の紛争は絶えることなく、エルサレムはユダヤ教、キリスト教、イスラームの聖地
となり、神殿、聖堂、モスクが建ち並んでいます。かつて詩編の作者が詠ったように「祈り」と「賛美」と「感謝」のエルサレムには、
どうしたらなることができるのでしょうか。
昔も今も巡礼の旅は続きます。世界中の人々が宗教、民族、国を超えて共に住む幸いを、賛美する日がやって来ますようにと、巡
礼は続けます。

実務に主体性をおき、10 年度の全事業に徹底する。できる限り事業に
反映させ、西日本区全体の発展に繋げる。

5 月 LT
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在籍者数
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0ドル

仁科保雄理事（京都キャピタルクラブ）

第一例会
第二例会
累

24,000円
6,000円

計 349,500円

酒
粕
携帯電話
累

2,300円
12,000円

計 739,595円

献
血
成
分
累
計
成分累計

0cc
0名
400cc
0名

第一例会
4,460円
第二例会
4,039円
今期累計 68,239円
累
計 469,866円
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4月第一例会

2011年4月2日（土） 19:00〜21:00
石 長 松 菊 園

メネット招待例会
八

木

悠

祐

まだ、肌寒さの残る日でしたが、メネット招待例会で花を添
えていただき、キャピタルらしい賑やかな例会が開催されまし
た。と言いたい所でしたが、東日本大震災のこともあり、乾杯
やアトラクションを控えながらの少しいつもとは雰囲気のこと
なる酒宴となりました。
冒頭、神﨑総主事より、東北地方の現地の惨状をお話いただ
き、改めて今回の未曾有の災害にキャピタルクラブとして何が
できるのかということを考えさせられました。
酒宴の最中も会場のあちらこちらで、原発への心配やボラン
ティア活動の仕方をどのようにすればよいかというような熱い
談義が交わされており、改めてキャピタルクラブのボランティ
アクラブとしてのアイデンティティを感じました。ドンチャン
騒ぎも良いですが、お酒
を飲みながら真剣に語り
合えるキャピタルクラブ
を頼もしく感じました。
最後に、私より次期の
各委員長を発表させてい
ただき、次期への思いも
新たにした、第一例会と
参加されたメネット達
なりました。

4月第二例会

2011年4月１9日（火） 18:00〜21:00
ウェスティン都ホテル京都

メンバースピーチ + 理事被災地報告 + 当選御礼
村

田

深砂子

まず初めに、私が卒業した中学校の同級生だといっている倉
見さんのスピーチです。お話される内容を事前にレジュメとし
て用意され、それを元に（時々前後しながら……）お話をすす
めて行かれました。続いて、長谷川さん、亀井さんと 倉見さ
んのレジュメをもとに？お話をされました。
みなさんそれぞれに別の道を進んでおられキャピタルクラブ
入会を機に知り合いになり、同じクラブ事業を一緒に行うよう
になる。
「縁」って不思議だなと思いました。
その後仁科さんが被災地へ行かれ、実際に見てこられた物、
感じられた事をお話くださいました。お話を聞いているだけで
もその光景が目に浮かび痛々しいことだと感じました。
本日が今期の通常例会の最後になりました。あとは新しい仲
間とともに西日本区大会成功に向け力を合わせて行きたいもの
です。最後にメンバーゲストの京都府会議員に当選された松井
様が力強い選挙演説のような挨拶があり、時間がなくなりニコ
ニコはできませんでした。

今回は、岡本尚男さんに特別講師としてご参加いただき、
「YMCA について」
「ワイズメンズクラブについて」そして「キャ
ピタルクラブがどういうことを大切に考えながらクラブ運営を
してきたか」などを、キャピタルの歴史を交えお話いただきま
した。
私自身も８年間キャピタルクラブに在籍していますが、知っ
てるようで実はうわべだけしか知らなかったことがあり、改め
て研修会の大切さを実感しました。
次期は会歴の浅い委員長さんもたくさんいらっしゃるので良
い機会になったと思います。次期の会長主題をお話させていた
だき、いよいよ次期が始まることへの緊張感を感じると同時に、
身の引き締まる思いがしました。
皆様、西日本区大会が終わるとすぐに次期が始まります。自
分自身不安も感じておりますが、皆さんのご協力をいただきな
がら頑張って、より良いクラブにしてゆきたい思いますので、
何卒よろしくお願いします。

新入会員歓迎会と西日本区大会決起集会
― ４月５日 WITH YOU（新京極四条上ル）―
亀

井

久

照

いよいよ３か月後に迫った西日本区大会の決起集会と、倉見
さん長谷川さんの新入会歓迎会が行われました。
当日は仙台視察から戻られた仁科理事より、簡単に現地の状
況報告が行われました。やはり、現地に行かないと知り得ない、
雰囲気や匂いなどテレビでは分からないものを感じました。そ
して、山田会長の挨拶の後、八木次期会長の発声により皆で献
杯を行い、賑やかに始まりました。
続いて、主役である倉見さん長谷川さんの入会３カ月の感
想の言葉をいただきましたが、やや緊張気味に、共々、「良い
メンバーの良いクラブに入会してとてもよかった」といわれた
ので、皆さん安心されたのではないでしょうか。私の３カ月目
はとにかく、メンバーの皆さんの顔と名前を覚える事に必死に
なっていたことを思い出しました。倉見さん、長谷川さん、私
も入会して数カ月ですが、キャピタルクラブは奥が深く、もっ
と楽しいクラブだという事が徐々にわかってくるそうですよ。
一緒に楽しく頑張りましょう！
最後に、恒例の川柳大会の優秀作を掲載いたします。お題は
「西日本区大会、桜、新入会員」でした。
「歓迎会 サクラで終わるな 新会員」
石倉さん（理事賞）
「新人よ 動けよ大会 サクラでも」
石倉さん（理事賞）
「震災の 暗さ吹き飛べ 区大会」
山田会長（西日本区実行委員会特別賞）
他にも多数応募いただきました。ありがとうございました。
西日本区大会目前に、震災での自粛ムードがひろがっていま
すが、私たちは、今出来る後方での支援や、何より通常の経済
活動を続けることが今の日本にとっては大事なことかもしれま
せん。そういう意味でも今回の西日本区大会は、とても重要な
大会であろうと思われます。きっとメンバー一同、生涯忘れる
ことのない大会になるでしょう。
残り僅かですが力を合わせて頑張りましょう！

YY フォーラム
倉見さん

長谷川さん

五十嵐

亀井さん

次期役員研修会を開催しました
八

木

悠

祐

４月３日にメルパルク京都にて、次期役員研修会を開催いた
しました。13 時から、次期の役員にお集まりいただき約４時
間みっちりと次期に向けた研修をさせていただきました。
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由

紀

４月 17 日、夜桜フェスタの午前中にリトリートセンターに
おいて「YY フォーラム」が開催されました。
フォーラムでは ユースの活動について知ろう と題して、
数人のリーダーからグローバル・コミュニティー・スタディ研
修の報告と各プログラムについての発表がありました。若い子
らしい素直で感受性豊かな感想を聞かせていただき、忘れかけ
ていた大切なことを教えてもらった気がしました。来年はもっ
と多くのメンバーと参加したいと思いました。
参加者：五十嵐・竹田・柳・山田（英）

キャピタルクラブ１年目
五十嵐

入会動機？そして今……
由

紀

昨年のお花見例会にゲストで参加して、はや１年がたちまし
た。あの日、皆様に温かく迎えていただき、また以前から青少
年育成や障害のある方への支援に貢献したいと考えていたの
で、すぐに入会したいと思った反面、当時は仕事が不安定な時
期で少し迷いました。でも最終的には ご縁を大切にしよう
と入会を決意し、お蔭様で最近は仕事も安定し、クラブでの活
動もたいへん意義深く感じていて、紹介していただいた神﨑さ
んやスポンサーの大門さんには特に感謝しています。
そして、入会後は CS 委員会に所属し、誠実な田中委員長の
もと多くの事業を経験させていただきました。支援先の方々と
の出会いには、言葉では言い尽くせない感動や発見があり、ま
たメンバーの皆様から学ぶことも多く、とても良い刺激を頂い
ています。
次年度は、出席率を上げてクラブへの理解を更に深めたいと
思っていますので、ご指導宜しくお願い致します。

入

会

の

動

機
金

田

英

二

私は大学卒業後仕事を転々としており、現在の仕事は大阪で
３年４ヶ月勤務し、地元京都に帰って独立しようと決意し、平
成 22 年２月に開業しました。
勤務時代は、担当した任務をただひたすらこなすだけの生活
で、まわりを見わたす余裕すらないという状況であり、
「これ
では自分の視野が広がらない」と悶々としていました。
そこで、開業の機会に、可能な限り、あいさつまわりをしよ
うと考えました。普段はあまりしゃべらない実父にも声をかけ、
実父が昔お世話になった方がいないかとたずねました。そんな
中、森繁樹さんのところにお邪魔することになり、森さんと初
めて対面しました。その時に森さんからキャピタルクラブのご
案内がありました。森さんのお人柄にも惹かれ、まずゲストと
して参加させていただくことにしました。
例会に参加すると、クラブの皆様から非常に親切に接してい
ただくとともに礼儀正しさを教えていただき、感激し、入会を
決意しました。
現在、多くの行事に参加するのが難しい状況にありますが、
例会をはじめ、頑張って一つでも多くの行事に参加し、自己研
鑽に努めたいと思います。

桜

は

？？？
瀬

本

純

夫

４月 17 日少し肌寒さを感じながらリトセンへ到着。キャピ
タルクラブの担当の場所へ向かうと、会長、委員長、メンバー
により準備は着々と進んでいました。いつも通りのドリンク販
売のため手馴れた様子で進んでいき、一段落着いたところで周
りを見渡すと、桜は……。今年はまだまだ蕾のままで、満開の
夜桜フェスタとはいかないようです。
東日本大震災での被災者に対する黙祷から始まった開会式
後、順調にドリンク販売は進み、京都部各クラブが用意された
メニューを楽しみながら、そして数々のアトラクションが行わ
れました。19 時にはライトアップされたのですが、そこに桜
の花は見られませんが、キャピタルクラブにとってはまるで満
開の桜があるかのような賑やかさのうち、お開きの時間となり
ました。
今回久し振りにリトセンでの事業に参加しましたが、ZERO

橋

本

眞

一

少年野球の監督を退任し、ホッとして迎えた初夏のこと、熱
心なご父兄だった今は亡き堀さんから今は無き醍醐プラザホテ
ルの寿司屋へ呼び出しです。世間話で一杯やった後、帰りがけ
に「○日の夜、
空けといてや。」
「はぁ……」
「７時いもぼうやで」
と……。何のことか解らないまま心の中では、
「どうせ一杯や
るだけやろう。今日もご馳走になったことやし、まぁええかっ」。
当日行ってみると……、手を挙げ、歌を歌い……、怪しげな
団体の納涼例会。「ええっ、メンバー候補？ ワイズメンズク
ラブってなにぃ？」。「これ書いといてや」、渡されたのは入会
申込書。「次は○日、その次は○日……」、訳も解らないままど
んどん深みに嵌ってしまい、あれから 18 年です。
そして今、自分自身は思うような活動が出来ない歯がゆさと、
最近年寄り扱いされ始めた憤りはありますが、若い仲間が増え、
刺激を受けることも多く、その旺盛な好奇心、向学心には感心さ
せられることも多いのです。先輩、後輩がうまく溶け合い、一年
一年良いクラブになっているなぁと肌で感じる今日この頃です。

そして今特別メネットとして
山

口

弘

子

1980 年に主人が京都パレスワイズメンズクラブに入会して３
年目に、キャピタルクラブのチャーターにかかわり２代目会長
になりました。私はメネットとしてコメット達とクリスマス例
会などに出席していました。そして、87 年に主人に病気が見つ
かり、クラブの皆様の励ましにもかかわらず、１年半の闘病の
後亡くなりました。それから私の第３の人生が始まりました。
社長業・家庭・母の看護などをこなすうち、お勧めもあって、
89 年にこのクラブへ入会しました。それからというもの、生
活する上でこのクラブの存在がとても力強い心の支えとなりま
した。メンバーとなって日本区大会、国際大会、フロストバレー
YMCA など様々なところへ出掛け、大勢の素敵なメン・メネッ
トとの出会いがありました。
その間には、京都部 EMC 主査や 17 代会長としてあわやク
ラブ２分割（？）となる危機にも遭遇しましたが、それもやが
てメンバーの熱い気持ちで解決していきました。そして 2003
年にクラブを退会して特別メネットとして今日に至っていま
す。亡き主人もこのようにしてクラブを続けていることを、きっ
と喜んでくれていると思います。
今では息子もワイズメンとなってホッとするとともに、感謝
の気持ちでいっぱいです。

クラブが石釜や、途中でしたがおくどさんが作られ、また、食
堂前のウッドデッキがトゥービークラブによって新しくされて
いました。そこに置かれていたテーブルとチェアーで一息つい
ていると、それはキャピタルクラブの方からの寄贈品ですと言
われ、びっくり、後から亀井さんからの寄贈品と知りました。
皆さんはご存知でしたか？
桜はなくともキャピタルらしく楽しい夜桜フェスタでした。
竹田委員長はじめ、皆様お疲れ様でした。
参加者：五十嵐・石倉・石倉メネット・石倉コメット・内田・
勝山・勝山メネット・
亀井・亀井メネット・
亀井コメット・菅原・
瀬本・竹田・田中（雅）
・
田 中（升）
・ 田 中（升）
コメット３人・西川・
仁科・仁科メネット・
柳・柳メネット・山田
（英）
・山田
（英）
メネット・
山田（英）コメット
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京都新聞

メンバー
山口 雅也
山田 隆之
大門 和彦
大山 謙一
メネット
勝山 憲子
長谷川絵理
コメット
金原 佑征
大門 勇斗
田中啓太郎

2010 年６月６日朝刊

４月２日〜３日 東北大震災 視察（仙台 YMCA）
４月５日 キャピタルクラブ 西日本区大会決起集会
４月９日〜 10 日 第３回西日本区役員会
４月 22 日 西日本区大会実行委員会
４月 23 日 東西日本区理事連絡会議

５月10日
５月13日
５月31日
５月27日
５月３日
５月16日
５月６日
５月８日
５月24日

森
常夫・絹代ご夫妻
菅原 樅一・由利子ご夫妻
瀬本 純夫・吉美ご夫妻

５月８日
５月13日
５月17日

東日本大震災報告
第二例会でお話しすることが出来なかった部分を書かせてい
ただきます。
先ず原発について一言も申し上げなかったのは、私には本当
の事がわからないからです。危機的な状況にあることは誰の目
から見ても分ることであり、これを私見で分ったような思いで
お話しすることは私にはできないということです。様々な報道
で、風評被害に遭われている関係者の方々の無念さが身につま
されます。
私達は京都 YMCA と同盟、東日本区の出される情報を信じ
られる唯一のものとして、その支援要請により西日本区が一丸
となって支援活動に取り組むことを考え、松田東日本区理事、
YMCA 同盟とも綿密に連絡を取り合っています。また、神﨑
総主事からも情報を戴きながら計画を立てています。現在は
やっと現地の方々とコミュニケーションが取れ、地元の方々の
お手伝いが出来るようになりつつあるというのが現状です。
私達に出来ることは、地道に地元の方々と本当に必要な些細
なところに気を配り、支援物資が届かずに取り残されている地
域が沢山あるようですので、そのようなところを丹念に支援す
ることが大切な事と思っています。また、YMCA のリーダー
や職員、ボランティア精神を発揮して救援活動をしている方た
ちに、私達がどのような援助が出来るのかを考えることが大切
になってきます。
ボランティア活動として、個人で現地へ行く方は身体に気を
つけて不慮の災害に遭わぬよう、くれぐれもご注意をしてくだ
さい。あくまでも自己責任である事を忘れないようにお願いい
たします。今回の大震災は阪神・淡路大震災の時とは大きく違
います。距離にして 400㎞以上の海岸線が壊滅し、まだ余震も
大きく、当初と変わらぬ大きな地震が来ることを予知している
学者もいます。
終わりに神﨑総主事には震災直後いち早く現地を訪ねられ、
支援方法を考えて戴きました。本当にご苦労様でした。感謝い
たします。
（仁科保雄）

第１回 次期役員会議事録
2011年4月3日
（日）16:00〜17:00
メルパルク京都

〈京都部報告〉

・京都部各事業主査の事業計画は４月 10 日提出
・京都部会の件
日時：９月 11 日（日）開会 10:00 閉会 15:30（評議会 8:15 〜 9:30）
場所：福知山市 三段池公園内 体育館

〈YMCA 報告〉

・リトセン夏の準備ワーク

〈議

題〉

2011 年６月 26 日（日）

・委員会配属発表
・年間スケジュール案発表・検討
年間スケジュール記載のものは、メーキャップ対象とする。

〈その他〉

・各事業計画案、予算案及び委員会報告は４月 25日（月）まで
に吉井次期書記まで。
・委員会開催依頼・副委員長の選任依頼
第２回次期役員会 ５月10 日（火）19:00 〜
場所：ウェスティン都ホテル京都 竹の間
第３回次期三役会 ５月２日（月）19:00 〜 場所：未定
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2011年4月26日
（火）19:00〜21:00
ウェスティン都ホテル京都 竹の間

＜報告事項＞

西日本区 ・西日本区大会登録状況 約 520 名（25 日時点）
YMCA
・東日本大震災支援街頭募金 参加 25 名 金額 576,117 円
・YY フォーラム ４月 17 日 14 時から
・夜桜フェスタ ４月 17 日 16 時から
・かもがわチャリティーラン 5 月 22 日（日）
三 役
・西日本区大会決起集会・歓迎会開催
・５月 13 日 CATT 合同例会：プログラムの見直し
・キャピタルクラブ次期役員研修会 ４月３日 開催
・東日本区大会参加について ６月４日〜５日 長野県松本市
・京都 YMCA への義援金募金額について
合計金額 ￥548,497（予定）

＜各事業委員会報告＞

・Ｙサ・ユース
鴨川チャリティーラン：飲み物担当
・地域奉仕・環境
メタセコイヤフェスティバル中止のた
め、CS 資金一部を義援金に支出する
・ドライバー委員会
リハーサル例会６時よりリハ開始。
例会としては７時から。CATT 例会お酒の予算分を義援金
とする。会場への車での来場を控える。
ニコニコを義援金とする件を審議
・交流
西日本区大会時の IBC・DBC について
IBC 予定 12 名 DBC ９名を予定
韓国東部地区で集めた献金をベゼルクラブが持参予定。
・ファンド
お米ファンド完売。現在収益 739,595 円
あと 60,405 円
5 月第 2 例会で被災地産のお酒ファンドを予定。
・広報
５月６月号予定
・EMC
新入会員歓迎会開催。最後までメンバー増強に動く。
・西日本区大会実行委員会
式典などのシナリオ完成。第
３回のリハを迎える。
登録 500 名を越える、目標 1,000 名
エクスカーション協力お願い。
（IBC・DBC その他）

＜審議事項＞

・ニコニコを義援金とする件
４月第１例会のみ義援金に組み入れる→承認
・義援金募金額：542,497 円で承認
（４月第２例会のニコニコは義援金に入れない）

＜その他＞

次回三役会
次回役員会

2011 年５月 19 日（木）19 時〜
2011 年５月 24 日（火）19 時〜

編集後記

本当にはやいものでもう５月。
東日本大震災後、約２ヶ月が経ちました。
皆さま共に、引き続き募金活動をいたしま
しょう！
皆さま、よろしくお願いいたします。
（大山 謙一）

出席第一・時間厳守・親睦・奉仕・古切手収集

