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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）

あなたの奉仕で世界は変わる
川上孝司地域奉仕・環境事業主任（京都パレスクラブ）２月
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　まずは今期も、メンバーの皆様、メネット
の皆様、ご家族の皆様の多大なご協力により様々な地域奉仕・
環境事業が無事執り行われていますこと、心より感謝申し上げ
ます。
　地域奉仕事業は、クラブの歴史や特長が本当に色濃く映し出
されている事業だと思います。京都部各クラブの事業を挙げだ
したら枚挙に暇がありませんが、CATTの中の代表的な事業
だけでも、こもれびの家さん、ぐんぐんハウスさん、てんとう
虫マラソンなどたくさんの支援を行っている話を興味深く聴く
ことができます。そんな中、私達のクラブの地域奉仕事業も、
先輩の皆様のお力で、キャピタルらしい事業を、本当に長い間
継続して行うことができています。特に今年は『ふれあい広場』
が 30 周年を迎える年となり、ウェスティン都ホテル京都にて
感謝の会が開催され、この 30 年の歴史を皆で改めて振り返る
機会を得ることができました。長い歴史の中では幾つもの困難
があったであろうにも関わらず、これだけ長い間継続して支援

を続けてこられた京都YMCAこおろぎ様には本当に敬服いた
しますし、その事業をお手伝いできることに改めて感謝の念と
使命感を強くしました。
　また、上半期には、同様に長い歴史をもつ事業である『ベテ
スダまつり』も無事終えることができました。このような事業
は、日頃例会等では見ることのできないメンバーの特技やその
他の言動を見ることができ、屋外活動ならではのコミュニケー
ションを図ることができます。これら事業を心から楽しんで行
えることが奉仕クラブの醍醐味だと思いますし、そのような事
業にすることこそが地域奉仕・環境事業委員会の責務だと思い
ます。
　下半期も様々な事業が続いていきます。委員会のメンバー全
員力を合わせて、これら事業を皆様が心から楽しんで参加、ご
協力いただける事業にしていく所存ですので、これからも皆様
のご協力を、どうぞよろしくお願いいたします。

聖句の解説　三浦綾子さんは著書「新約聖書入門」で「パウロがこう言ったのは、おそらくキリストの十字架を軽視するあ
まり、哲学を信仰の座に据え、その哲学でもって純粋な信者たちを迷わせたことへの抗議でもあったろう。このような危険は、
現代でもしばしば見られるところである。時には神学といわれる分野にもそのだましごとに類するものが現れてくる。」と書
いています。私たちも信仰がぐらつかないように、頭であるキリストにしっかり結びついて、離れないようにしましょう。

１
在籍者数　　40名
第一例会　　30名
第二例会　　27名
メイクアップ　15名
出 席 率　　90.0%

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　　66,681円
第二例会　　8,000円
累　　計　223,128円

お得ファンド　　40,800円

累　　計　　989,439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　　　　0円
第二例会　　　　0円
累　　計　　11,108円

第一例会　　　　0円
第二例会　　3,111円
累　　計　　33,844円

東日本大震災復興募金
第一例会　　　　0円
第二例会　　2,559円
累　　計　　29,760円

『頭であるキリストにしっかりと付いていないのです。この頭の働きにより体全体は、節と節、
筋と筋によって支えられ、結び合わされ、神に育てられて成長していくのです。』

コロサイの信徒への手紙　第２章 19 節　　
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奉仕クラブの醍醐味
地域奉仕・環境委員長　　金　原　弘　明
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半　期　総　会
広報・ブリテン委員　石　村　吉　宏

　会場に入ると、通常は５テーブルあるのに、今日は３テーブ
ル。総会の定足数に達するのか心配になりました。
　幡南会長も挨拶の中で、半期総会の準備をして頂いた方々へ
のお礼と、私が入会した時の会員数が本日の出席者 28 名と同
じだったと話されました。その後、スペシャルオリンピックス
日本・京都への支援金が、幡南会長から副理事長を務めておら
れる岡本尚男さんへ贈呈されました。
　お正月のしつらえがされた食事の後、半期総会が行われまし
た。
　大山孜郎さんが議長に選任され、各事業委員会の半期報告が
行われた後、承認されました。五十嵐会計から半期の会計報告
が行われ、これも全会一致で承認されました。
　五十嵐さん、西村さん、倉見さんに誕生日のお祝いが贈られ
ました。続いて、前期中に結婚された月に例会をお休みされて
いた、田中（升）さん、吉井さん、神﨑総主事にご結婚のお祝い
が贈られました。

新　年　例　会
YMCAサービス委員　菅　原　樅　一

　はるか南米チリ沖で発生したエルニーニョ現象のおかげで、
例年になく暖かいお正月となりました１月９日（土）、ハトヤ瑞
鳳閣に於いて、キャピタルクラブ新年例会が開かれました。ア
ジア地域大会ユースコンボケーションという華やかな事業で、
力強く発進した幡南会長期も、いよいよ充実の時をめざす新年
を迎えました。
　西村ドライバー委員長の司会のもと、まずは、ますます風格
のついてきた幡南会長の挨拶と、元気はつらつ森繁樹次期会長
の乾杯で楽しい新年例会が始まりました。今年も、内廣嘉子様、
岡本都様、仁科節子様、山田とも子様、山口弘子様、５人のメ
ネットのご参加で花を添えていただき、ありがとうございまし
た。例会なかばで、恒例の森繁樹次期会長による次期三役の発
表が行われました。（副会長）石倉さん、八木さん、（書記）金
原さん、西村さん、（会計）瀬本さん、倉見さん。森繁樹カラー
をしっかり支える実務派実力内閣といった印象でしょうか。
　お酒、お食事が進み、出席者全員に新年の抱負など思い思い
にニコニコをしていただき、今年の新年例会も、ワイワイ和や
かに、とてもアットホームな感じの内にお開きとなりました。
これもキャピタルクラブの素晴らしい所かなと思え、これから
も幡南会長のもと「継往開来」クラブライフの充実をしっかり
心に刻み、クラブライフを大いに楽しみたいと思います。

第６回日中韓YMCA平和フォーラム in 南京
京都YMCA総主事　神　﨑　清　一

【日程】　2015年12月19日（土）～23日（火）
【内容】　三か国の参加者が 2004 年から 2 年ごとに共に集
い、過去の歴史に学びつつ、交流を通して互いの友情を
深め、未来に向けて何ができるかを語り合う機会として
います。そして、日中韓のYMCAがこれまで育んでき
た交流のバトンを若い世代に引き継ぎ、連携の絆をより
強いものにしていくことをねらいとして、前回は広島で
今回は南京で開かれました。

【参加人数・使用言語】
中国：シニア12名、ユース14名
韓国：シニア９名、ユース９名
日本：シニア17名、ユース10名
中国語・韓国語・日本語・英語

【基調講演】　スピーカー：Professor Liu Cheng　劉成（平
和教育者南京大学教授・近代史）
テーマ：グローバリゼーションから見る平和教育

【アクションプラン】　このフォーラムを通じて、各国の
アクションプランを考え確認しました。特に日本のユー
スは、英語・中国語・韓国語に堪能なメンバーばかりで、
積極的に学び、交流し、提案を行なっていました。これ
からの活躍が期待されます。
　なお、日本のユースからは「平和に感じたことを続ける。
円卓での食事。歌。合唱。文化交流。グループでの行動」「平
和だと感じなかったことを変える。Make more friends!
　KEEP and CHANGE」、シニアからは「アジア太平洋
の人々への歴
史的認識の責
任（YMCA 基
本原則）の再
確認」「アジア
太平洋の歴史
を学ぶ機会の
提供」などを
アクションプ
ランとして発
表しました。

合　同　委　員　会
広報・ブリテン委員長　左　近　宏　崇

　１月 12 日に各委員会総勢 26 名による合同委員会が開催され
ました。主会場である「天」には全員が入らず（他のお客様が
居られたため）、２か所に分かれての開催となりましたが、全
メンバーの約６割のメンバーが集う賑やかな合同委員会とな
り、普段の委員会よりも各委員会を横断した活発な意見交換が
行われたのではないかと思います。

１月第二例会 2016年１月19日（火）　19:00～21:00
ウェスティン都ホテル京都１月第一例会 2016年１月９日（土）　19:00～21:00

ハトヤ瑞鳳閣

南京大虐殺記念館訪問
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保険会社のコンサル・接骨院・障害者の作業所
大　門　和　彦

　最近「今、大ちゃんの仕事は何？」と聞かれます。「今、ですか？
　以前と同じですが……」と答えています。
　2002 年にソニー生命保険の外交員から独立。㈲アイディーリン
クを設立しました。いわゆる保険代理店です。㈱東京海上日動火災
を専門的に扱う代理店です。2005 年にアイディーコンサルティン
グ㈱を設立しました。当時は複数の保険会社の取扱いが出来る乗合
代理店として稼働していました。しかし度重なる保険業法の改定、
金融庁の指導のもと業態を大きく変更せざるを得なくなり、今では
グループ会社のコンサルを目的とした会社に変化しています。
　2007 年にはアイディーケア㈱を設立。“あい接骨院”として伏
見稲荷店、丸太町店、の２店舗を運営しています。柔整師４名、
鍼灸師１名、学生アルバイト 10名の体制で頑張っています。通常
の接骨院との大きな違いはアスリートの来院者が非常に多い事が
特徴になっています。最年少は４歳児～ 96歳の高齢者までご利用
頂いております。
　2014 年には㈱スマイルワークを設立。障害者の就労継続支援事
業Ａ型Ｂ型の作業所として活動しています。う～～ん。
　履歴書のような文章ですね。「今、何やってんの？」と聞かれる
理由が理解できました。

本の印刷屋―良いものを納める―
田　中　雅　博

　私の仕事は本の印刷屋です。大正 12年に曾祖父が事業を始めて
以来、紆余曲折はあったものの 90年を超えました。
　創業時から昭和 60年代までは鉛で出来た活字を使ってこつこつ
と本作りをしてまいりましたが、その後の 30年でめまぐるしく技
術が進歩し、今やMacを中心に全てをデジタルで処理するように
なりました。それに伴い男性の仕事が女性に変わり、納期と単価
は何分の一かになったために仕事量だけは何とか増やしてきまし
た。ここ最近は今までとは比べものにならないほどバタバタと仕
事をしておりますが、お客様に満足をしていただくことが最も重
要だと考え、“良いものを納める”を方針としております。良いも
のを作って、そして営業のサービスとともにお客様に納めてこそ、
十分な満足を感じていただけると考えております。
　偉そうなことを言ってますがまだまだ道半ばでして、これから
もますます精進が必要です。それに加えて活字離れ、本離れが叫
ばれて久しい昨今ですが、我々の行く末も一層厳しさが増してき
ております。単なるご用聞きではなく、やはりコンテンツを作り
発信出来るような企業にならないといけません。
　本業の本作りにしっかりと軸足を置きつつ、新しい姿に変貌し
ていく。印刷屋から印刷会社へ。こんなことを悶々と考えている
今日この頃です。

旗金具作りから舞台の特殊装飾へ
仁　科　保　雄

　私にとって仕事とはやはり一生掛けての生き甲斐であったと思
います。
　24歳で師匠である父を亡くし、まだまだ親に甘えていた自分を
その時になって大いに反省し、まだ製作や仕上げなどの経験した
こともない多くの仕事に四苦八苦し、夜遅くなっても出来上がら
ない商品に何度悔し涙を流したかわかりません。
　今はPCによる機械化や作業が手作業よりより速く正確に出来
上がるようになり、今は目の悪さも機械が助けてくれる時代とな
りました。現在は従来の旗金具のほかに建築関係の仕事や、祭り
の飾り金具の製作におわれるようになり、昔からの手作業をうま
く取り入れながら、最近も大きな舞台の装飾にも特殊なところを
設計の段階から任されるようになり、昨年も大林組の発注で舞台
の特殊装飾を一カ月かけて作り終え、関東まで運び設置まで任さ
れ、大林組の検査にも息子たちの努力で一回でパスできるような
体制ができました。
　私が中心の時代には考えられないようなむつかしい仕事をこな
せるようになったことに将来を見つめた時、現在の仕事に大きな
誇りを感じています。

多様なサービス業
村　田　深砂子
（ロンリーウルフ）

　よく言われます。「何屋さん ??」従業員も人には説明できない
と言います。飲食店？　ブライダル？　ケータリング？　弁当？
　風船？　景品？　エージェント？　イベント？　全部していま
す。「いったい何が本業？」ハイ、全部本業です。
　「飲食店？」ハイ、酒楽　天・プレノタートを経営しています。
「ブライダルプランナー？」ハイ、お客様と契約店舗を繋ぎ当日ま
での全てをトータルでプロデュースしています。「ケータリング？」
ハイ、お客様のご希望の日時場所にお料理とサービスをお届けし
ております。「弁当？」ハイ、ご希望の日時にご指定の場所にお届
けしています。「風船？」ハイ、ブライダルバルーン、ギフトバルー
ンをお届けしています。「景品？」ハイ、予算個数を聞きお届けし
ています。「エージェント？」ハイ、宴会予約センター幹事くんです。
登録商標までしています。ご希望の日時と予算・場所・人数を聞
いて京都市内の飲食店を無料でご紹介するサービスです。「イベン
ト企画？」ハイ、企業のイベントから結婚式までトータルで企画
運営しています。
　よく言われます。「さぞかし従業員が沢山おられるのでしょう
ね？」イイエ、いません。

YMCA　NEWS
創立 127周年記念会員集会
現在全国のYMCAで取り組んでいるYMCAブランドの再構
築や地域からの支援獲得手法によるYMCAへの支援拡大を図
るための働きについて学び、京都YMCAの会員活動の活性化
や寄付金および会員の拡大について共に考える集会です。ぜひ
ご参加ください。

日　時　２月 13日（土）　午後６時 30分～
テーマ　地域から求められるYMCAをめざして～人と支援

が集まる団体として～
場　所　京都YMCA　マナホール

ネパールチャリティーバザー
ネパール YMCAが運営する児童養護施設の支援のためにネ
パールチャリティーバザーを開催します。

ネパール地震被災地支援　募金総額：16,679,880 円
日本YMCA同盟スタッフの現地訪問　11月28日～12月２日
１）被災地域の子どもたちへのスカラシップ支援（学用品

や制服などの提供）プロジェクト（$21,000）
２）スンダラ・デビ・セカンダリースクール校舎再建プロ

ジェクト（$38,000）
３）パンチャムキ・セカンダリースクール校舎再建プロ

ジェクト（430 万円） （ネパール地震被災地支援№５より）

世界の料理が味わえる屋台やバザー、ネパール文化とふれあえ
るイベントもあります。ぜひお越しください。

日　時　２月７日（日）　午前11時～午後３時
場　所　京都YMCA

　金原弘明さんと菅原縦一さんが維持会員Bに承認されま
した。今後とも京都 YMCAの会員運動発展のため、ご協
力ご支援をお願い申しあげます。

私はこんな仕事をしています
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編集後記
　一年で最も寒さが厳しい大寒も過ぎ、暦の上では春が近づい
て来た今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか？
　まだまだ今期の事業がありますので頑張って広報活動をしてい
きますのでよろ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〉　西日本区　次期会長・主査研修会
　３月12日（土）～13日（日）　チサンホテル新大阪　森次期会
長出席予定／第８回　舞鶴ワイズメンズクラブ設立準備委員
会　１月22日（金）　京都YMCA　出席者無し／京都部EMC
シンポジウム　２月６日（土）　キャンパスプラザ京都２F　
柳委員長、吉井さん出席予定／京都部チャリティーボウリン
グ大会　２月28日（日）　しょうざんボウル　17 名登録／京
都部チャリティーゴルフ　３月６日（日）　瑞穂ゴルフ倶楽部
　２月10日登録締切

〈YMCA報告〉　第12回京都YMCAチャリティーラン第１回実
行委員会　１月29日（金）　京都YMCA　幡南会長、瀬本委
員長出席／ 2015年度卒業リーダー祝会　３月13日（日）　京
都YMCA／サバエ芝生養生ワーク　３月27日（日）　サバエ
教育キャンプ場　出欠連絡：３月12日まで

〈三役会報告〉　例会出席率の向上について　メンバー増強に
ついて　委員会ごとに声掛けをして出席率を上げていきたい
／舞鶴ワイズメンズクラブ設立に関するクラブ訪問アピール
について　２月第二例会に船木委員長をはじめ７名がアピー
ルに来られる予定／松井陽子さんについて　復帰予定が遅れ
ている為、会長より連絡後、報告。／台北アルファクラブ訪
問について　各委員会ごとに、参加呼びかけをお願い。／半
期総会でいただいた意見について　メンバーの呼び名につい
て、ブリテン、議事録は○○さんで統一。　東京クラブ神山
さんのお悔みについて、DBCにて黙とうを捧げる。

〈各事業委員会報告・半期報告〉
・ YMCAサービス・ユース事業委員会　１月の募金額の報
告／クリスマス・ロビーコンサート　12月16日（水）　京都
YMCA　11 名参加／ネパールチャリティーバザー　２月
７日（日）　京都YMCA／Ｙサ献金額の報告／リトセン・
チャリティーゴルフ　３月６日（日）　瑞穂ゴルフ倶楽部
／卒業リーダー祝会　３月13日（日）　京都YMCA／ The 
Ycup　京都ミニバスケットボール大会　３月19日（土）・20
日（日）／サバエ　芝生養生ワーク　３月27日（日）／京都
YMCAかもがわチャリティーラン実行委員会　１月19日
（火）／ Yサアワー例会　４月19日（火）　ウェスティン都
ホテル京都
・地域奉仕・環境事業委員会　TOF例会（２月第一例会）環
境に関する例会について、テーマ：ゴミ問題／京都部チャ
リティーボウリング大会　２月28日（日）　しょうざんボウ
ル／ 17 名参加予定／各種献金の呼びかけについて『ロー
ルバックマラリア献金』『TOF献金』『CS献金』『FF献金』
『東日本大震災支援募金』／メタセコイヤ・フェスティバ
ル（５月15日（日）を打診）について
・ドライバー事業委員会　12 月第二例会「クリスマス例会」、
１月第一例会「新年例会」、１月第二例会「半期総会」の
報告／２月第一例会「TOF例会」、２月第二例会「通常例
会」、３月第一例会「通常例会」、５月第一例会「CATT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、３月17日（木）～19
日（土）　17日例会参加、18日台北観光予定／ DBC 事業
について、DBC 合同例会　（第１部）　４月２日（土）　京
都 YMCA（予定）　（第２部）　東華菜館（予定）　（２次会）
「天」（予定）　宿泊場所：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　交流観光　３日
（日）、内容検討中
・ファンド事業委員会　ファンド収益の報告／今後のファン
ド事業について　大山ハムわけあり販売ファンド　キャピ
タルエプロンファンド　キャピタルジャンパーのエプロン
版　お楽しみ会　２月６日（土）　節分お楽しみ会（プレノ
タート）　２月第２例会にてアルコール・ドリンク類の販
売　ホワイトデーファンド　３月　お楽しみ会／３月26日
（土）　お花見お楽しみ会（円山公園）　リトセンメタセコイ
ヤフェスティバルにてアルコール販売を CS委員会に打診
　お楽しみバーベキュー大会　５月　新茶ファンド　母の
日カーネーションファンド　６月　キャピタルファンド大
忘年会　12月26日（土）　プレノタート
・広報・ブリテン事業委員会　２月号ブリテン骨子について
／３月号ブリテン骨子について半期報告について
・ EMC事業委員会　かに三昧ツアー　２月20日（土）・21日
（日）　間人かねみつ　11 名参加予定／１月例会　出欠状
況について／YES献金について
・メネット会　
・クリスマスファミリー例会PT委員会　
　決算書の報告

〈審議事項〉　特になし
〈その他〉　
第８回三役会　２月18日（木）　19：00～　

於：石原
第８回役員会　２月23日（火）　19：00～

於：ウェスティン都ホテル京都

メ　　ン　柳　　慎司　２月７日　　吉井　崇人　２月11日
　　　　　左近　宏崇　２月20日　　森　　繁樹　２月20日
　　　　　石倉　　尚　２月24日
メネット　仁科　節子　２月２日　　椿森　　光

ひかり

　２月11日
　　　　　神﨑　陽子　２月19日　　瀬本　吉美　２月28日
コメット　山田麟太郎　２月２日　　藤田　大貴　２月11日
　　　　　長谷川呼春　２月14日　　金原　拓未　２月21日
　　　　　山口　愛乃　２月27日

勝山廣一郎・憲　子　ご夫妻　２月４日
山田　隆之・まゆみ　ご夫妻　２月18日
椿森　昌史・　光

ひかり

　　ご夫妻　２月28日

ごめんなさい
　１月号ブリテンで、村田さんの「ファンド忘年
会」の記事の中で編集段階で加筆した参加人数「13
名の参加」は 20 名でした。村田さんと皆さんに
は大変申し訳ございませんでした。

広報・ブリテン委員会

2016年１月26日（火）19:00～20:25
ウェスティン都ホテル京都　平安の間

第７回　役員会議事録

HAPPY BIRTHDAY

HAPPY ANNIVERSARY
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