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強い義務感を持とう　義務はすべての権利に伴う
 " TO  ACKNOWLEDGE  THE  DUTY  THAT  ACCOMPANIES  EVERY  RIGHT "

〔CLUB OFFICE〕京都ＹＭＣＡ　〒604-8083　京都市中京区三条柳馬場角　☎（075）231-4388

CHARTERED  28  Sep. 1983

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）

JWFは皆様のご厚意によって支えられています。個人やクラブの記念にあわせて献
金をお願いいたします。  　　高瀬稔彦 JWF管理委員長（岩国みなみクラブ）３月
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　「北海道十勝のじゃがいも、おいしいし買っ
てよ！」。これまでは会社・ご近所・友達といった「自分の周り」
の人たちに言ったことがなかった。理由は２つ。ファンドの意
義をわかってなかったから。もう一つは重たかったり、配った
りするのが面倒くさかったから。そして今期ファンド委員長に。
ファンドの意義を勉強したり、先輩に話を聞いたりした。「めっ
ちゃ大事やん」と恥ずかしながら入会して４年目にして初めて
理解した。
　クラブを家庭に置き換えれば、ファンドは収入を得るところ。
収入が少なくなれば家庭生活を維持できなくなるのと同様に、
ファンド委員会がさぼればクラブの活動ができなくなる。「今
期、お金無いのでこの事業はできないです、すみません……」
ということになってしまう。だから、「めっちゃ大事」なんです。
　ファンド委員長になって初めて会社やご近所にじゃがいもや
ハムを「買ってください」と声を掛けた。「美味しかったわ！」

「次はいつ売るの？」とうれしい反応。「ワイズメンズクラブっ
て何やってるところなの？」ファンド収益はもちろんですが、
ワイズメンズクラブの活動を知ってもらったり、予想していな
かった効果がありました。買ってもらいクラブの活動資金にな
り、買った方々は喜んで下さり、ワイズの活動も知ってもらえ
る。いいことばかりです。
　この先、クラブメンバーだけでファンド活動を続けていくこ
とは、正直しんどいと思っていますが，皆さんはどうお考えで
しょうか？　クラブの活動資金を安定的に得るにはクラブ外の
方々に一人でも多く声を掛けていくことが必要だと感じていま
す。自分の周りの人たちに「これ、おいしいし買って！」と言
うかどうかです。
　今期も残すところ４ヶ月となりました。皆さんに喜んで買っ
ていただけるもの、皆さんが周りの方々に「これ買ってよ！」
と言いたくなる事業をやりますので、よろしくお願い致します。

聖句の解説　「手を伸ばしなさい」というイエスの言葉は、手を伸ばすことができなくなっている人に向けられています。
　できない人に無理な注文をつけているようにみえるこの光景。語りかけられた側は、「私は手を伸ばすことができない」と
応え、その理由を話すことが自然に思われます。しかし、ここでは全く違う事態が生じています。自分にとって全く不可能
な要求を突きつけられたこの人は、何も応えることをせず、何も説明することをせずに、求められた通り伸ばしてみた。す
るとその手が伸びたのです。この場に居合わせた人々は奇跡を見たと思いました。伸ばすことができない手を伸ばせるよう
になったのですから、確かに奇跡が起こったのです。しかしそれ以上にこの出来事における奇跡は、この人が主の求めに対
して何も口をはさむことなく、応えようとしたところにあるのです。
　私たちにとって、自分で考えて物事を判断することは大切ですが、時に私たちは自分の考えや判断にがんじがらめになり、
他の言葉を全く受け入れられなくなってしまうのです。たとえその言葉が、私たちを救うものであっても。そんな私たちで
あるにも関わらず、今日もイエスは私たちに語りかけてくださいます。

２
在籍者数　　40名
第一例会　　32名
第二例会　　34名
メイクアップ　　6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　　17,000円
第二例会　　4,000円
累　　計　244,128円

お得ファンド　　37,200円
第二例会アルコール販売
　　　　　　　4,721円
合同委員会　　19,600円
累　　計　1,050,960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　　3,308円
第二例会　　2,525円
累　　計　　39,677円

東日本大震災復興募金
第一例会　　2,965円
第二例会　　3,669円
累　　計　　36,394円

『そしてその人に、「手を伸ばしなさい」と言われた。伸ばすと、もう一方の手のように
元どおり良くなった。』  マタイによる福音書 13 節　　

JWF

ファンド委員長をやって気付いたこと
ファンド委員長　　倉　見　直　樹
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音　楽　例　会
地域奉仕・環境事業委員　仁　科　保　雄

　いつものように幡南会長の軽やかな中に温かみのある挨拶に
続いて、舞鶴クラブ立ち上げのためのアピールを主としてご活
動いただいている、京都トップスクラブの舞鶴クラブ設立実行
委員長の船木さん、そして京都グローバルクラブ副委員長の高
橋秀樹さん、トップスクラブの多くのメンバーとともに新クラ
ブ立ち上げのためのアピールをされました。大変な事業と思い
ますが頑張っていただきたいと、心からできる限りの応援をし
たいとメンバー全員が心ひとつにしたのではないでしょうか。
　第二例会は一年に一度か二度開催される、クラブのメンバー
にとっても大変楽しみな音楽例会でした。田久保友紀さんと田
久保　等さん親子のバイオリンと電子ピアノ演奏とメンバーの
歌に合わせた演奏で、少しお酒の入ったメンバーの歌声に和や
かな素晴らしい一夜を過ごすことができました。
　そして森　繁樹さ
んと山田隆之さんご
紹介の山尾さん、中
井さんという若いお
二人のメンバーゲス
トを迎え、華やいだ
例会となり、もうす
ぐやってくる春とと
もにクラブがもっと
活性化することを
願っています。

お客様インタビュー

メンバーゲスト　山尾佳之様（森繁樹さんご紹介）
メンバー間の距離感が近く和気あいあいとした雰
囲気を楽しませて頂きました。有難うございまし
た。

メンバーゲスト　中井としお様
（山田隆之さんご紹介）
和やかな中にも締めるところは締められており、
しっかりとした運営だと思いました。

船木順司様（京都トップスクラブ）
幡南会長の歌声に涙が止まりませんでした。キャ
ピタルクラブの皆さま舞鶴ワイズメンズクラブ設
立準備委員会へのご協力よろしくお願い致しま
す。本日は有難うございました。

T　O　F　例　会
担当三役　西　川　欽　一

　いつもどおり幡南会長の開会宣言及び開会点鐘により始まっ
たTOF例会は、サンドイッチとポテトチップスにコーヒーと
いう簡素な食事を済ませた後、メインプログラムである地域奉
仕環境事業委員会が企画したプログラムに移りました。
　まず、金原地域奉仕環境事業委員長より、我がクラブの献金
目標について説明があり、続けてTOF献金・CS献金・FF献金・
RBM献金の各献金の意義と使途などにつき資料を示して詳し
く説明がありました。
　次に、長谷川地域奉仕事業
委員が「ごみ問題を考える」
と題して、食品ロスの削減を
目指すべく講義が行われまし
た。わが国では一人当たり年
間約 55kg もの食品ロスを発生
させている現状、そして、こ
れを削減する行政の取り組みや、家庭内でも食品ロスを発生さ
せないよう、賞味期限と消費期限の違い、食品ロス削減クッキ
ングレシピの存在などが紹介され、飽食の時代の食品ロスの多
さに驚き、我々一人ひとりが少しでも食品ロスを減少させる必
要性を強く感じた例会となりました。

ネパールチャリティーバザー
特別メネット　正子・ダルマパーラン

　２月７日にネパールチャリティーバザーが京都YMCA主催
で開かれ、ワイズメンズクラブ国際協会西日本区京都部が後援
となり、世界の屋台、朝採り野菜・フルーツの直売、ネパール
製品バザー、餅つき、ネイルアート等々、所狭しと軒を並べま
した。我がキャピタルクラブはクラブ事業として、インドカレー
セット（ケララ協力）を販売しました。
　瀬本委員長はじめ多くのメンバーが販売に！　胃袋提供に！
　お昼過ぎの１時には、ほぼ完売 !!　売上げは約 30 万円にな
りました。
　当初YMCAのマーク英語教師が個人的に支援をされていた
企画で、ネパールのYMCA主事のご自宅の１Fを教室に、２
Fを子供達の住居に、３Fを主事一家の住居として、提供して
おられます。チャリティーの収益金は、ネパールYMCA児童
養護施設の支援の為に用いられます。
　継続は力
なりと申し
ますが、ク
ラ ブ も 同
様、誕生し
て新しい仲
間 が 来 ら
れ、先人が
大 切 に 育
み、慈しみ、
又、次の仲
間が、と広
がっていく

様は素晴らしい事ですね。特別メネットとしての参加で毎年の
事業に直接関わる事が少ない私ですが、なんてキャピタルメン
バーは真面目で超思いやりのある人が多いのだろう！　類は類
を呼ぶのでしょうか、見事なキャピタルカラーに染まっている
一団だと感心します。
　今後も仲良くお酒を飲んで語り合い、よく遊んでワイズメン
を楽しんで欲しいです。
参加者　石倉・メネット・コメット、内廣・メネット、金原、
神﨑、菅原、瀬本、西川、幡南、森（繁）、八木、柳・メネット・
孫メット、山田（隆）、正子・ダルマパーラン特別メネット

２月第二例会 2016年２月16日（火）　19:00～21:00
ウェスティン都ホテル京都２月第一例会 2016年２月２日（火）　19:00～21:00

ウェスティン都ホテル京都
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私の仕事と仕事感－街の設計図－
香　山　章　治

　私の仕事は人が住まう家を建てられる土地を造成することがで
きるようにその設計図を作ることです。
　国の定めた法律や各市町村の条例に基づく協議をし、すべての
基準に合格する様に設計していきます。その土地を調査し、境界
立会をし、用地の確定をした後、道路や公園、集会所等を設置し、
上水、下水、ガス、電柱等ライフラインを入れていきます。最初
は山や田畑だったものが造成された後、家が建ち並び、そこに人々
が居住します。大きなものはひとつの町になります。後に仕事を
した場所を通ると懐かしくそこで人々が幸せに暮らしているんだ
なあと思うと嬉しくなります。
　仕事の内容に同じものがないので、やりがいがありとてもおも
しろく、この仕事は私にとって天職だと思っています。
　振り返ると今までがむしゃらに走ってきた感がありますが、気
がつけば今年は 54才を迎える年となりました。これからはスピー
ドを少し落として和敬清寂の精神を持ちながら一歩ずつ一歩ずつ
着実に前に進んで行きたいと思います。皆様、どうかご指導の程、
宜しくお願い申し上げます。

こんな願いをもってYMCAで働いています
神　﨑　清　一

　京都のYMCAのことというより、なぜYMCAで働いているか
にもなるのですが、ご存知のように、キャンプ、スイミング、ユー
ススポーツ、英会話、留学生の日本語学校や福祉社会に貢献で生
きる人財育成としての介護の専門学校、舞鶴という地域貢献、協
働の場としての働き。勿論、学生ならびにワイズメンの皆さんと
の共同作業。楽しいこと、やりがいといったものがたくさんあり
ます。
　その中で、何より「ひとが変わる瞬間」に立ち会えること、「あ
の人こんなに変わったよね（もちろん良い意味）」という場面や会
話に数多く出会えることの喜びがあるからです。ぜひともみなさ
んも「YMCA」でたくさん出会ってください。

電　気　工　事　業
菅　原　樅　一

　電気工事業を営んでいますが、どんなことをしているのかと言
いますと街なかには、住宅を含めて様々な建物が建っていますが、
個々の建物へ、一本の電柱から電線で電気が引き込まれています。
建物の中では、照明、空調機、様々な機械、家電品が使われてお
り、その為に電気を安全に効率よく供給する配線が必要となりま
す。われわれは、引き込みから建物内の配線までの工事をしており、
そして照明器具・空調機・家電品も取り扱っています。
　さて私は、家業を継ぐ為にこの仕事に転職して 15年になります
が、最近、この仕事で大事なことは何か気づいたことがあります。
　電気工事は、一人でこつこつ作業することもありますが、何人
かの人と力を合わせて作業をすることが多く、又、建築がらみの
仕事なので、大工さん等他の職種の人達と折り合いをつけながら、
スムーズに作業を進めることが大切です。
　自分を主張するだけでなく、相手を思いやる気配りをもてば、
場は和やかになるし、仕事も、自然と楽しくこなしていける気に
なります。このように思えるのもキャピタルクラブで学ばせてい
ただいたおかげと感謝しています。

でんきやさんからなんでも屋さん？
瀬　本　純　夫

　私の職業は街のでんきやさんです。お客様からのご注文で商品
をお届けし、据付、説明をして完了となります。また御用聞きを
しながら、世間話から始まり、いろいろな相談を受けたり、それ
に対応するのに奔走しておりました。もちろん、電気工事もやっ
てます。
　昔と変わってきたのは、扱う商品が色々と変わってきたことで
す。家電メーカーの商品を扱っているだけでは対応しきれないこ
とがあるようになってきました。最近では斡旋商品として、電動
バイクであったり、フランスベッド、西川のふとん等等、これっ
てでんき屋さんの商品って思うこともあります。
　最近特に各取引先から提案されるようになってきたのが、お客
様宅のリフォーム。話は聞けますが、内容に関してはプロにお願
いしなければなりません。自分の手から離れる仕事になります。
こんなふうに電気製品だけでなく、こんな事にも、あんな事にも
対応できる、なんでも屋さんになってきているのかもしれません。EMCシンポジウムに参加して

EMC委員　吉　井　崇　人

　２月６日の午後からキャンパスプラザで行われました。
　京都部の各EMC委員長・委員・会長の方が参加され京都部・
西日本区の会員の状況・各クラブのEMC活動の意見交換が行
われました。
　ワイズメンの平均年齢の高齢化・例会出席率の低下とう、各
クラブとも同じような課題を持っているように感じました。
　今回シンポジウムに参加して、危機的な状況に近づいている
ような気がして大変危機感を覚えました。
　少し、かなり考えて行動を起こしていかないと厳しいなと感
じたシンポジウムでした。

京都YMCA創立 127 周年記念会員集会
連絡主事　神　﨑　清　一

　２月 13 日（土）18:30 よりマナホールにて開催されました。
ALL JAPANの YMCAで取り組んでいるYMCAブランドの
再構築とリソースモビリゼーション（地域からの支援獲得手法）
について学んだあと、京都YMCAのこれからのあるべき姿に
ついてグループ協議をしました。
　ワイズメン・委員・ボランティア・スタッフのYMCA会員
30 名が集い、それぞれが持っている「京都YMCAはこうある
べきだ」「こうあってほしい」という思いをもとに、YMCAの
強み・弱みを話し合いました。そのことを通して、これからの
京都YMCAが地域から求められる、人と支援が集まる団体と
して、会員の力を結集していくことを再確認しました。

合同委員会開催
広報・ブリテン委員長　左　近　宏　崇

　２月９日に各委員会約 20 名による合同委員会が「ケララ」
を会場に開催されました。全メンバーの約半数が集う賑やかな
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。

私はこんな仕事をしています
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編集後記
　今年は暖かかったり寒かったり不安定な天候が
続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか？ 
そろそろ花粉が飛びだすのかと思うと少々憂鬱に
なりますね。
　３月もたくさんの事業が続きます。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／講演会＆名刺交換会２月21日（日）舞鶴YMCA&ホテ
ルマーレたかた　幡南会長出席　総勢 70 名の有意義な会で
した。／京都部チャリティボウリング大会２月28日（日）しょ
うざんボウル　15 名登録／京都部チャリティゴルフ３月６
日（日）瑞穂ゴルフ倶楽部　幡南会長、西村さん出席予定

〈三役会報告〉　村田さん退会の件
〈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／ネパールチャリティーバザー２月７日（日）京都
YMCA　18 名出席／Yサ献金額の報告／リトセン・チャ
リティゴルフ３月６日（日）瑞穂ゴルフ倶楽部　幡南会長、
西村さん出席予定／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
20日（日）／サバエ　芝生養生ワーク３月27日（日）／ Yサ
アワー例会４月19日（火）ウェスティン都ホテル京都／かも
がわチャリティーラン５月22日（日）
・地域奉仕・環境事業委員会　京都部チャリティボウリング
大会２月28日（日）しょうざんボウル　15 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』
『CS献金』『FF献金』『TOF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）について
・ドライバー事業委員会　例会報告　１月第二例会「半期総
会」、２月第一例会「TOF例会」、２月第二例会「通常例会」
／今後の例会について　３月第一例会「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　10名参加予定／
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：４月２日（土）合同例
会 22 名、３日（日）交流観光 21 名　交流観光：二条陣屋→
二条城→バスから桜→西尾八つ橋の里（昼食）→平安神宮庭
園→京都駅
・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　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　大山ハム　春のお花見セット
　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　
合同委員会　今後の開催日（原則毎月第２火曜日）但し４月
は５日
・広報・ブリテン事業委員会　３月号ブリテン骨子について
／４月号ブリテン骨子について／その他　松井さんの近況
報告、維持会員Bメンバーの掲載について
・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　９名参加／２月例会　出欠状況、メン
バーゲストについて／３月第一例会メンバーゲスト予定に
ついて／YES 献金について／例会欠席者へのフォローに
ついて／パートナー賞（過去３名以上スポンサーされた方
への表彰）について
・メネット会　特になし

〈審議事項〉　村田さんの退会について、了承
〈その他〉　
松井さんの復帰についての報告、５月頃に復帰したい意向
チャリティライブ３月27日（日）について
台湾地震災害支援について報告、YMCAとしての支援は見
送り
第９回三役会　３月16日（木）　19：00～　於：未定
第９回役員会　３月22日（火）　19：00～

於：ウェスティン都ホテル京都

ごめんなさい
　２月号ブリテン３頁の囲み記事で維持会員Bに
承認された方で田中雅博さんと八木悠祐さんが欠
落していました。申し訳ございませんでした。

広報・ブリテン委員会

メ　　ン　香山　章治　３月11日　　松井　陽子　３月13日
　　　　　勝山廣一郎　３月23日　　岡本　尚男　３月31日
メネット　森　　絹代　３月３日　　吉井　香月　３月13日
　　　　　香山　慶子　３月16日　　倉見　享子　３月23日
コメット　亀井　春菜　３月７日　　藤田　愛尋　３月18日
　　　　　亀井　陸矢　３月22日　　長谷川丈琉　３月28日
　　　　　倉見航太郎　３月30日

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
山口　　恵・　誠　　ご夫妻　３月26日
大山　孜郎・悠　子　ご夫妻　３月31日

カニ三昧ツアー
YMCAサービス委員　八　木　悠　祐

　２月 20 日～ 21 日に EMCかにツアーに行ってきました。
　雨の降る中、３台の自動車に分乗し便利になった京都縦貫道
を突っ走ること２時間半、丹後半島の間人に到着しました。暖
冬の影響か積雪などもなく、快適なドライブを楽しませてもら
いました。車の中では、クラブの話や仕事の話、そして遊びの
話などに花が咲き、宴会に向けてのウォーミングアップが完了。
本日のお宿かねみつに到着すると、それぞれおすすめのお酒を
持ち寄り１つの部屋に集合。穏やかな海を見ながらさっそく乾
杯。明るいうちからお酒を飲むという非日常を満喫した後に、
温泉に浸かり、宴会に突入 !!
　カニのフルコースにと日本酒に舌鼓をうち、森繁樹次期会長
に仕込んでいただいたゲームで宴会のムードは最高潮に !!　お
腹も心も満たされた後は、部屋に戻って麻雀大会。ふと気づく
と朝の４時……。
　翌日は、宿で紹介してもらった地元のお魚屋さんで美味しい
お土産を購入し、舞鶴方面へ。美味しい中華を最後の晩餐にし、
ようやく帰途につきました。その後、幡南会長はクラブを代表
し舞鶴YMCAでのイベントに参加されました。９名の参加と
なりましたが、濃密な内容で心の底から親睦を楽しむことがで
きる２日間となりました。やっぱり年に一度は、キャピタル旅
行に行きたいな～と改めて感じました。EMC委員のみなさま、
楽しい旅行を企画していただき有難うございました。

2016年２月23日（火）19:00～20:25
ウェスティン都ホテル京都　平安の間

第８回　役員会議事録

HAPPY BIRTHDAY

HAPPY ANNIVERSARY

左から幡南会長、田中（雅）さん、菅原さん、森（繁）さん、西村さん、
八木さん、椿森さん、山田（隆）さん、山口（雅）さん


