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今月の聖句

国 際 主 題：Ｉ　Ｐ　Wichian Boonmapajorn（タイ） “Mission with Faith”「信念のあるミッション」
アジア主題：Ａ　Ｐ　Edward K. W. Ong（シンガポール） “Through Love, Serve”「愛をもって奉仕をしよう」 
西日本区主題：Ｒ　Ｄ　遠 藤 通 寛（大阪泉北） 「あなたならできる！　きっとできる」“You can do it! Yes, you can!”
京都部主題：Ｄ　Ｇ　高 田 敏 尚（京都） 「いつでも喜んでいなさい」～Be joiful always～
メネット主題：ＲＳＤ　遠 藤 典 子（大阪泉北） 「メネットと共に　メネットはワイズの応援団」

クラブ主題

会　長／幡 南 　 進
副会長／香 山 章 治
　　　　西 川 欽 一
書　記／田 中 雅 博
　　　　椿 森 昌 史
会　計／石 倉 　 尚
　　　　五十嵐由紀継 往 開 来　―クラブライフの充実―

ワイズメンズクラブの活動をホームページ等でクラブ内外の人達にアピールしましょう。
加藤信一広報・情報委員長（京都トップスクラブ）

10
在籍者数　　41名
第一例会　　32名
第二例会　　32名
メイクアップ　　5名
出 席 率　　87.8%

出席率訂正
８月80.4%、９月90.2%

切　　手　　　　0g
現金累計　　　　0円
Ｅ　　Ｆ　　　　0円
Ｊ Ｗ Ｆ　　　　0円
EF・JWF累計　　　　0円

第一例会　　12,000円
第二例会　　6,000円
累　　計　126,894円

お得ファンド　　42,472円
ファンド例会　　91,010円
じゃがいもファンド
　　　　　620,063円
アジア地域大会での物品販売
　　　　　　39,926円
合同委員会　　13,216円
累　　計　883,509円

献　　血　　　0cc
成　　分　　　0名
累　　計　　　0cc
成分累計　　　0名

茨城水害支援募金
第一例会　　7,351円
第二例会　　3,757円
累　　計　　11,108円

第一例会　　3,604円
第二例会　　2,670円
累　　計　　23,740円

東日本大震災復興募金
第一例会　　3,051円
第二例会　　3,008円
累　　計　　20,222円
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　早いもので入会して１年余、広報ブリテン
委員長を拝命して５ヶ月がたち、アジアエリア大会の頃は何が
何だかわからないままでしたが、ようやく慣れてきたと思う反
面、同じようなポカに学習能力のなさを痛感しております。
　昨期のEMC事業・入会祝賀会の打ち上げの席で幡南会長と
西川副会長の横に、たまたま煙草を吸いに行った時に委員長の
お話を頂き、意味も解らず安請け合いして委員長をさせて頂く
ことになったのですが、委員長になってブリテン発行に携わっ
たことにより、いろいろな行事に参加するようになりました。
また、役員会に出席することにより朧げではありますが、キャ
ピタルクラブの活動を理解出来てきた気がします。
　また、委員会や役員会、原稿の依頼を通じて、クラブのみな
さまとのふれあいが増え、何かとお話をする機会も多くなりま
した。特に委員会では、広範囲に亘る示唆に富んだお話を毎回

聞かせて頂いております。
　印象に残っている一言は、「ブリテンは外部への広報紙であ
り現メンバーへの機関紙でもあるが、それに加えて未来のメン
バーへの貴重な資料としての役目がある」です。確か１回目の
委員会で岡本さんからのお言葉だったかと思いますが、その時
は「なるほど」位しかコメントできませんでしたが、徐々に身
に沁みこんできている今日この頃です。
　私が参加できない時や困っている時に、何も言わず動いてく
ださるブリテン委員の皆様をはじめとするキャピタルクラブの
皆様の情熱とやさしさとご協力のお陰の５ヶ月間です。有難う
ございます。そして、発行に当たり一番大変な割付校正作業を
して頂いている岡本さんには本当に感謝しております。
　残り任期、気を抜かずに頑張りたいと思いますので、皆様、
今後とも宜しくお願い致します。

聖句の解説　
　「存在」という言葉が今、危うくなっていると思えます。仲間の中の一人であること、家族の一員であること、ましてや社会の一
員としてなど……。人と物との結びつきばかりが強く求められ、人と人との関係が「無」に近いと感じられます。そのようなことは
杞憂、私は今まで以上に常に、いつでも、どこでもメールをやり取りし、語り合っていると言うかもしれません。ルール違反の車中
でも仕事中でも。一億総話し中……、と言っても過言ではないでしょう。誰と？　と考えてみてほしいのです。
　話し相手はまさに自分自身と思えるのです。仕事の伝言は別として、画面に写る「文字」からは決して相手の生の感情を感ずるの
は皆無、すべて自分のその時々の思いや感情で目読し、あたかも語り合っている錯覚の世界でしかありません。その繰り返しの中で
仲間や家族の中で「存在」が消え、心のつながりが失われていないでしょうか。バーチャルな日々を当然と思い、深く考えず生きる
ことで「私」という存在を失う不安を覚えます。

『そのように、あなたがたの光を人々の前に輝かしなさい。
人々が、あなたがたの立派な行いを見て、あなたがたの天の父をあがめるように
なるためである。』 　　マタイによる福音書　５章 16 節

ワイズデーを広報して、ワイズメンズクラブの社会的認知度を高めて、EMCや
クラブの活性化につなげましょう。　加藤信一広報・情報委員長（京都トップスクラブ）11月

Public
Relations
Wellness

ブリテン委員長　安請け合いして５ヶ月
広報・ブリテン委員長　　左　近　宏　崇
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す ご い 人 達
EMC委員　饗　場　公　治

　今日は、九州部直前部長の亀浦正行様（熊本にしクラブ）が
熊本からゲストとしてお越し頂きました。亀浦さんからのご紹
介で萩坂幸道様がゲストとしてお越し頂きました。
　その後、メンバースピーチでは志田さんと亀井さんのご自身
のお仕事についてスピーチして頂きました。
　志田さんはご病気をされていて手術をされ入院されておられ
ましたが、ご病気されていたとは信じられないくらいお元気で
マイナンバーの事をスピーチされておられ安心しました。
　次に亀井さんは、ご自身の設計のお仕事についてスピーチさ
れました。同志社大学の校舎を設計され、とても驚きました。
CADで同志社大学の校舎の設計図をスクリーンで公開して頂
き、CADを初めて見て細かくてとても驚きました。このキャ
ピタルには同志社大学の校舎を設計する様なすごい人達が他に
も沢山いらっしゃるのだなーっと感じました。
　そんなすごい人達と一緒に楽しめる事が出来るいい会だなと
思いました。

お客様インタビュー
亀浦正行　様　九州部直前部長（熊本にしクラブ）
　キャピタルの例会には以前にも参加させて頂
いたことがあるのですが、変わらず良い例会を
されておられますね。萩坂氏のことも宜しくお
願い致します。

萩坂幸道　様　メンバーゲスト（亀浦正行様ご紹介）
　初めての参加でしたが、勉強になりました有
難うございました。

ファンドの意義の理解深まる
Ｙサ・ユース委員　八　木　悠　祐

　倉見ファンド委員長より、西日本区におけるファンドの活動
とクラブでのファンドの目的などの説明をいただきました。
　毎年、何気なくファンド献金やクラブ内ファンドで物品購入
などをしていますが、自分たちの献金などがどのように役立て
られているのかを改めて知る良いきっかけになったと思います。
　クラブ内ファンドは毎年大きな目標にチャレンジし、販売物品
もジャガイモ・カボチャを中心に、バラエティも豊かになりました。
　また、お楽しみファンド企画なども懇親を深めながらクラブ
ファンドもできる楽しい企画が増えてきたように思います。
　ファンドの原点ともいえる、使用済み切手の収集も終盤を迎
えております。まさに一年を通じて常に活動されているファン
ド委員会の皆さん、本当にお疲れ様です。
　いろいろな企画をしていただくおかげでクラブの活動資金も
出ていることを改めて感じる例会となりました。これからも感
謝しながらファンドの活動に微力ながら協力してまいりたいと
思います。

第 20 回　びわこ部部会
ドライバー委員　田　中　雅　博

　10月10日（土）、少し曇り空ではありましたが、自然溢れる近
江八幡休暇村で「第 20 回　びわこ部部会」が開催されました。
この地は以前にふれあい広場で訪れたところで、とても懐かし
く思いました。
　まずは室内で、前滋賀県知事で現在はびわこ成蹊スポーツ大
学学長の嘉田由紀子さんの「美しい琵琶湖と未来を担う若者へ
の熱き思い」と題した講演が始まりました。“マザーレイク　
琵琶湖”が如何に滋賀県民の生活にとって大切か、そして琵琶
湖の環境を守ることが我々にとっても大きな責務だとのことを
熱く語られました。
　その後引き続き室内で式典があり、いよいよお待ちかねの芝
生広場での懇親会です。琵琶湖を臨み、沖島が間近に見える大
きな芝生広場で、とっても美味しい近江牛のお弁当をいただき
ました。併せて美味しい滋賀のお酒もいただきました。
　でもこの時の一番のご馳走は、美味しい空気と目に飛び込む
素晴らしい景観でした。そしてびわこ部の皆さんをはじめ、旧
知の方々との出会いや語らいでした。やっぱりいろいろな部会
に出かけるのは良いですね。
参加者　石倉、菅原、田中（雅）、幡南

内廣さん奈良傳賞受賞祝賀会
Ｙサ・ユース委員　菅　原　樅　一

　10月２日（金）、ハイアットリージェンシー京都にて、内廣さ
んの奈良傳賞受賞祝賀会が催されました。奇しくも、当会場は
32 年前キャピタルクラブ創立以来、長年にわたって例会場と
して通いなれた懐かしい場所でありました。式典は、「威風堂々」
の曲が流れる厳かな雰囲気の中、内廣ご夫妻の入場で始まりま
した。幡南会長から、内廣さんへのお祝いの気持ちとメンバー
全員の喜びの気持ちをのべていただき、田中雅博さんから、奈
良傳賞がワイズメンにとって如何に素晴らしい賞であるか解説
していただきました。
　続いて、キャピタルクラブ・チャーター以来の盟友、勝山さ
ん、石村さん、大山孜郎さんに当時の懐かしいお話を織り込ん
で祝辞をいただきました。又、石倉さんには、石倉会長期に内
廣さんへパープル大賞を授与された経緯を話され、内廣さんの
キャピタルクラブへの熱い思いを、皆さんに披露されました。
　乾杯は、いつもとは打って変わって、岡本メネットに楽しく
華やかに発声していただきました。しばし、和やかにおいしい
食事をしたあと内廣さんの足跡を振り返るスライドショーを楽
しみました。クラブ草創期から、20 年前の内廣会長、岡本日
本区理事の頃、阪神淡路大震災支援の様子も交えて、最近に至
るまで、写真と岡本尚男さんの軽妙な解説により、内廣さんと
キャピタルクラブの、懐かしくも生き生きとした歴史を拝見さ
せていただきました。そして、サプライズは、内田さんが苦心
して作られたケーキに内廣ご夫妻が入刀。いつまでも仲良くお
元気でという私達の願い
を込めて。
　最後にメンバー全員、
一言ずつお祝いをのべ、
内廣さんの謝辞をもって、
本当に楽しかった祝賀会
を終えました。本祝賀会
実行委員会の皆様、あり
がとうございました。
　参加者　メン 25 名
　　　　　メネット７名

10月第二例会 2015年10月20日（火）　19:00～21:00
ウェスティン都ホテル京都10月第一例会 2015年10月６日（火）　19:00～21:00

ウェスティン都ホテル京都
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社長さん共通の悩みを解決したい……
金　原　弘　明

　私の仕事は「社会保険労務士」です。私は時々講師を依頼される、
職業訓練校の生徒さんに必ず「社会保険労務士ってどういう職業
なのかイメージだけでも持てる人？」と尋ねるんですが、ほぼ全
員がイメージさえ持つことができません。
　そんな「社労士」は、もちろん名前が意味するように会社の「社
会保険・給与計算」を正しく処理するお手伝いをすることも大事
な業務の一つです。これまで見てきた会社さんでも、知らず知ら
ずに会社もしくは従業員の方が損するような間違いを起こしてい
ることを、気づかずにいる事例が多く見られました。
　そして「社労士」の大事な業務のもう一つは「人事・労務」の
アドバイザーということです。どんなに本業の調子が良く、儲け
ている社長さんも必ず経営資源の一つである「ヒト」に関する悩
みを持ち、「ヒト」に関するリスクを負っておられます。その悩み
を解決し、そのリスクを軽減するために様々なアドバイスをする
ことが大事な社労士の職務となります。
　ただ、リスクは表面化しないようにすることが最大の貢献となる
ため、なかなか成果を実感していただくことが難しく、「ヒト」の
悩みは一朝一夕に解決することができない悩みが多いということ
が、社労士の仕事をわかりにくくしている原因なのかもしれません。
　私のお客様が本業以外のことで悩むことがなくなるよう、「ヒト」
に関するリスクと悩みに対する少しでも良い解決策を提案できる
よう、日々勉強の毎日です。

建築の営業って……
田　中　升　啓

　建築の営業と言えばやはり住宅というイメージですが、私の会
社は住宅をはじめ、工場や社屋、公共工事等もやっておりますので、
それに対する対応を行っています。
　うちの場合は設計事務所が設計担当されている仕事が多いので、
設計事務所への営業や、現場説明会や入札への参加、また公共工
事の場合は電子入札を行ったりしています。
　それともう一つ大きな仕事は近隣対応です。仕事柄、建設業は
近隣の方々にご迷惑をおかけする事も多々ありますので、出来る
だけやんわりとそれを収めるようにしなければなりません。
　実はこれが結構大変でして、本当にいろんな方がおられるなぁ
～って思わされます……。そんな事ですので、皆さんもお近くで

工事されている時には「お互い様」の精神で、工事業者に対して
寛容な気持ちでいてもらえますようにお願いいたします !!!

土建屋の社長
幡　南　　　進

　小学３年生の時に「土建屋の社長」になりたいと思いその道を進
んでいます。小さな頃より物作りが好きで技術の課題で制作したり、
美術の課題で彫刻を作ったり、勉強が得意ではなかったのですが、
体を使ったり指先を使ったりする事が大好きで、物造りの職業を選
びました。若いころは現場監督を経験して出来上がった作品（構造
物）を眺め幾度となく感動していました。時には橋台やダムの見え
なくなる所のコンクリートに自分の名前を彫ったものです。
　現在は起業して19年目「土地のリフォーム」に特化しています。
自社の監督社員が管理し、職人社員が実働して土地の造成を行いま
す。上水道・下水道を整備しお客様の求める形の土地に変えてお渡
しする土木業です。将来その土地を利用される方の喜んでいただけ
る姿を想像して、日々泥にまみれています。将来は経営を次の社員
に任せ、作業員として現場で物造りが出来る事を夢見ています。

中小企業の発展に貢献する税理士です
森　　　繁　樹

　私は26歳から約24年間税理士をしています。
税理士法で言うと、税理士の業務は①税務代理
②税務申告書の作成③税務相談です。ただ、実
際は、なんでも話を聞く、なんでも相談屋です。
　税理士をして良かったことは、税務相談をし
てナイスな答えを出した時、節税の提案をして
税金が大きく減少したことに、お客様に喜んで
頂けた時です。
　税理士をしてよろしくなかったことは、神経質な数字を扱うせ
いで白髪が増えたこと、頭のてっぺんが薄くなったこと、甘いも
の（チョコレート）を食べるようになったことです。
　先日、朝ドラ、あさが来たで商人（あきんど）の社長が、「商は
一生貫き続ける覚悟が必要だ」という台詞がありました。「お金が
沢山貯金できたら、いつか税理士を辞めたんねん」と思っていま
したが、この台詞を聞いて考えが少しだけ変わりました。
　これからも、自利利他の精神で人のため、世のために適度に頑
張っていこう思います。

ベデスダまつり
地域奉仕・環境委員　内　田　雅　彦

　10月12日体育の日、秋晴れの中ベテスダまつりが開催されま
した。朝９時半に現地集合、キャピタルクラブはすぐに作業に
かかります。ナント手際の良さ、金原 CS委員長の段取りがよ
いのでしょう。
　今年は、何時もとちょっと違った焼きそばです。いつもは（横
手風焼きそば）、今回は＜富士宮風焼きそば＞どんなんか？　
一言でいうと美味しい⁉　です。
　月曜日の祭日開催とあって、安部さんも参加、焼きそば焼く
のに頑張って頂きました。
　10時半から13時ごろまでの間、キャピタルクラブのメンバー
の皆さまそれぞれの持ち場を、100％の力を使って楽しんでい
たと思います。なんせ楽しむことの天才集団ですから（笑）あっ
という間に閉会しました。
　多分どのブースも完売していたと思います。今年も楽しかっ
たな～
参加者　安部、五十嵐、石倉・メネット・コメット、内田、内廣・
メネット、岡本・メネット、勝山、金原、倉見、左近、菅原・
メネット、田中（雅）、田中（升）・コメット、椿森、西川、西村、

ジャガイモファンドの受け取り
ファンド委員　安　部　英　彦

　朝晩がめっきり寒くなってきた 10月18日。今年も七本松の
リサーチパーク前でジャガイモの荷受けが午前６時集合で始ま
りました。午前５時45分に家を出発する時はまだ薄暗く、そし
てかなり寒いのでキャピタルジャンバーは必須。
　しかし、いつもの様にジャガイモをバケツリレーで 20 箱、
30 箱と数を運んでいると汗が流れ出し、キャピタルジャンバー
が不必要になります。
　帰ってからの仕事に影響が出るから程々にしないとなぁ…と
毎年思いながらも、周りの先輩方が頑張っておられるとついつ
い頑張ってしまい、仕事柄カミソリワークに影響が……（笑）
　午前７時30分頃にはほぼ終わりそうで、さすがキャピタル、
テキパキ動いて仕事が早い！
　今回は終盤に珍しくお巡りさんの登場で、少々焦りましたが、
ファンド委員会が用意して頂いた内田さんの美味しいココキラ
リパンとコーヒーを頂き終了となりました！

幡南、森（繁）、森（常）、柳、山口（雅）、山田（隆）、山口（弘）・
正子・ダルマパーラン特別メネット　合計30名

私はこんな仕事をしています



－ 4－ 出席第一・時間厳守・親睦・奉仕・古切手収集

編集後記
　10 月もベテスダまつり、じゃがいもファンド、
内廣さんの奈良傳賞受賞祝賀会などなど沢山の行
事があり、盛り上がりました。今期第５号を皆様
にお届けする事ができ、ご協力頂いたすべての方
にブリテン委員会一同心より感謝申し上げます。
ブリテン委員会としましても頑張って広報活動を
していきたいと思います。宜しくお願い致します。

広報・ブリテン委員長　左近　宏崇

〈西日本区・京都部報告〉　舞鶴ワイズメンズクラブ設立準備
委員会　10月５日（月）　京都YMCA　幡南会長出席（次回準
備委員会　11月６日（金）　京都YMCA　幡南会長出席予定）
／AYC西日本区報告会　10月25日（日）　ホテルクライトン
新大阪　３名出席／京都部部会　11月１日（日）　京都ホテル
オークラ　35 名出席予定

〈YMCA報告〉　国際協力街頭募金　11月１日（日）　京都YMCA
／リトセン・オータムフェスタ　11月22日（日）　リトセン

〈三役会報告〉　舞鶴ワイズメンズクラブ設立の件／YMCA東
山荘 100 年募金の件

〈各事業委員会報告〉
・YMCAサービス・ユース事業委員会　YMCA サ ー ビ ス・
ユース委員会／ 10月の募金額の報告／リトセン・オータ
ムフェスタ　11月22日（日）　ドリンク販売を希望／国際協
力街頭募金　11月１日（日）／ Yサ献金：11月第２例会及
び12月第１例会にて／わんぱくチャレンジ　12月６日（日）
・地域奉仕・環境事業委員会　AIDS 文化フォーラム in 京
都　10月３日（土）・４日（日）　１名参加／べテスダ祭り　
10月12日（月・祝）の報告／ふれあい広場　11月３日（火・祝）
　京都市動物園～ウェスティン都ホテル京都にて食事／
TOF例会　環境に関する例会について、「ゴミに関係する
テーマ」で検討
・ドライバー事業委員会　10月第１例会「ファンド例会」、
第２例会「メンバースピーチ例会」の報告／ 11月第１例
会「京都部部会」、第２例会「メンバースピーチ例会」に
ついて／ 12月第１例会「EMCアワー例会」について／ニ
コニコの状況報告
・交流事業委員会　IBC事業について、訪問計画について検
討／DBC 事業について　合同花見例会　４月２日（土）　
東華菜館、２次会検討中　交流観光　３日（日）、内容検討
中　宿泊、ホテル京都ベース（シングル 20 室予約済）、東
京クラブの参加人数を確認／YEEP・STEP事業について、
11月第２例会にて、報告と感想をいただく予定
・ファンド事業委員会　ファンド収益の報告／じゃがいも
ファンド　10月18日（日）の報告／ファンド例会　10月第１
例会の報告／委員会対抗じゃがいも料理コンテスト＆カラ
オケ大会　11月７日（土）　プレノタート／年末年始に向け
てのファンドを検討／ 11月３日「ふれあい広場」でのア
ルコール販売について
・広報・ブリテン事業委員会　11月号、12月号の骨子について
・EMC事業委員会　かに三昧ツアーの案内　2016年２月20
日（土）・21日（日）　間人かねみつ、HPにて出欠確認を予定
／ 10 月例会　出席率の報告について、メンバーゲストの
フォローについて／ 12月第１例会「EMCアワー例会」に
ついて／YES 献金について、EMCアワー例会にて説明、
集金予定
・メネット会　メネットファンドを検討
・クリスマスPTについて、11月上旬にメンバー選定　

〈審議事項〉　特になし
〈その他〉　
第５回三役会　11月19日（木）　19：00～　於：石原
第５回役員会　11月24日（火）　19：00～

於：ウェスティン都ホテル京都

メ　　ン　金原　弘明　11月３日　　大山　孜郎　11月28日
メネット　安部　智子　11月20日
コメット　山田　奈未　11月16日　　椿森美

み

瑠
る

紅
く

　11月18日

香山　章治・慶　子　ご夫妻　11月12日
柳　　慎司・早知子　ご夫妻　11月18日
仁科　保雄・節　子　ご夫妻　11月25日

快晴の中でのパープル会
会　長　幡　南　　　進

　10月24日（土）、日清都カントリー倶楽部にて第23回パープル会
が開催されました。参加者が晴れ男ばかりなのか、素晴らしい天
気の中11名３組にてスタートです。それぞれにゴルフクラブを見
たり、フォームを入念にチェックしたりと気合が伺えます。
　青空の下メンバーとのゴルフは、本当に心地よくスコアーな
ど気にならず和気あいあいとした一日となりました。懇親会は
「佳久」さんにて、村田さんも参加して頂き表彰式です。ほぼ
同スコアーの幡南と西村さんとで壮絶な優勝争いでしたが、わ
ずかの差で第 23 回は幡南の優勝です。
　プレーを振り返り、遅くまで酒宴が続く大変楽し良い一日と
なりました。次回もより多くのメンバーで、是非皆様ご一緒し
ましょう !!

ゴルフ参加者　石倉、金原、香山、亀井、田中（升）、椿森、西川、
西村、幡南、橋本、香山昌造（特別参加）
懇親会からの参加者　村田 計 12 名（敬称略）

「スペシャルオリンピックス日本・京都（SON・京都）
鴨川トーチウォーク」に参加して

地域奉仕・環境委員　五十嵐　由　紀

　曇り空で少し蒸し暑くなった９月27日（日）、金原 CS委員長
とトーチウォークに参加してきました。岡本さんが SO京都の
運営メンバーとして参加されていることを除けば、キャピタル
クラブとして参加したのは今回が初めてということもあり、内
容もよく分からないまま午前 10 時過ぎに担当区間出発地点で
ある“北大路橋”に集合しました。現地では“京都 YMCA”
の旗を持った加藤主事や他クラブのメンバー、そして SO運営
メンバーや SOに出場するアスリートの方々が集まっておられ
ました。
　開会式が行われ、いよいよ北山橋（両岸）から一団がスタート、
橋を１本下るごとにトーチがリレーされ、また支援団体が合流
していき、終点の御池中学校に到着する頃には、参加者も 200
名（？）を超えていました。閉会式では、主催者からのご挨拶は
もちろん、SOに参加したアスリートから直接感想を聞くこと
もでき、SOへの理解が深まった１日となりました。

2015年10月27日（火）19:00～20:10
ウェスティン都ホテル京都　平安の間

第４回　役員会議事録

HAPPY BIRTHDAY

HAPPY ANNIVERSARY


