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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）
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　今期が始まり９ヶ月が過ぎました。いつも
メンバーの皆様には多くの事業にご参加、ご協力をいただき、
心より感謝申し上げます。至らぬ委員長のせいで、参加してい
ただいている皆様には、ご心配をお掛けすることもあったかと
思います。それでも、委員会の皆様、メンバーの皆様に支えら
れ、なんとかやってこれたように思います。
　今期、YMCAサービス・ユース委員長を幡南会長より打診
されたとき、本当に迷いました。最近のYMCAサービス・ユー
ス事業は数もどんどん増え、本当に大変な委員会だという気が
しておりました。そのせいもあり、委員長をお受けさせて頂く
返事が一番遅かったのではないかと思います。でも、２度目の
Yサ委員長、その経験でなんとかなるのではという甘い思いも
あり、受けさせていただきました。
　ワーク、ワークで始まった今期の事業ですが、やり始めてか
らは準備の大変さ、打ち合わせの大切さ等等を思い知らされ、
やっぱり大変な委員会でした。参加する事業が増えるというこ

とは、参加して下さるメンバーにもそれなりの負担をお掛けす
ることになってしまいます。
　先週のミニバスケットボール大会までで参加していただいた
メンバー数は、延 114 名、これが多いのか少ないのかはわかり
ませんが、偏ったメンバーを頼りにしていることは間違いない
と思います。
　前回委員長をお受けしたときは、今期の半分位の事業でした
が、年間の延べ人数は 147 人で、それ程偏りはなかったと思い
ます。このことは今後のYサ事業の課題と言えるような気がし
ます。多くのメンバーが参加したくなるように、委員会で盛り
上げるような動きが必要となっているのではないでしょうか。
　大変だったけれど参加して得られる充実感、メンバーシップ
の深まり、これら日常では経験できない体験を皆様と共有して
いきたいと思います。今期もまだいくつかの事業が残っていま
す。多くの皆様で参加して、楽しみたいと思います。宜しくお
願い致します。

聖句の解説　王は「人の子らのだれよりも美しく、あなたの唇は優雅に語る。あなたはとこしえに神の祝福を受ける方。」す
ぐれた勇士だと称え、「神よ、あなたの王座は世々限りなくあなたの王権の笏は耕平の笏」と賛美されています。最も注意す
べきことは、この王が「神よ」と呼びかけられている点です。王が神である方は、神の御子イエス・キリスト唯一人だけです。
　天皇が神と崇められた戦前の歴史は、戦後、天皇の人間宣言によって、民主主義的平和国家への道を歩み出し、今日に至っ
ていますが、ヒトラー、スターリン、ポルポトなど人間が神となり、独裁的に自己の権力を絶対化した時、恐るべき非人間
的な地獄の現実となる悲惨を私たちは歴史から厭というほど学んだはずです。

３
在籍者数　　39名
第一例会　　29名
第二例会　　33名
メイクアップ　　8名
出 席 率　　89.7%

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　　18,000円
第二例会　　7,000円
累　　計　269,128円

お得ファンド　　11,680円
Ycup打上げファンド
　　　　　　　1,060円
合同委員会　　　4,400円
累　　計　1,068,100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　　45,747円

東日本大震災復興募金
第一例会　　3,370円
第二例会　　3,079円
累　　計　　42,843円

『神よ、あなたの王座は世々限りなくあなたの王権の笏は耕平の笏。』
  詩編　第 45 編７節

ワイズメンは、YMCAをより深く理解し、ユースに寄り添い、今まで以上に「Y
サ力」をアップできるよう、積極的に努力しましょう。

河合久美子Yサ・ユース事業主任（京都ウエストクラブ）
４月 YMCAサービス

ASF

Y サ事業を楽しもう
YMCAサービス委員長　　瀬　本　純　夫
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「中国は先進国になれるか」
―リアルな中国を知ろう―

EMC委員　藤　田　浩　史

　やっと春が近づいてきて日中は暖かくなって来た様子です。
　通常通り幡南会長の開会宣言より始まり、本
日の講師は同志社大学大学院商学研究科客員教
授の喜多忠文様でした。
　ここ数年の中国の勢いの要因、日中の関係性
のお話しを頂きました。
　ニュースなどで中国の成長力は耳にしますが、
土地の国有化や企業誘致……政府主体の改造計画など詳しくは
知りませんでした。
　また億万長者数世界第２位という凄さ。日本の億万長者数を
はるかに上回る数。
　人口が多いという事もあるでしょうが驚きです。
　でも中国は先進国ではない？　でも日本は先進国である。
　この違いはやはり日本人特有のこだわりや感性の違いなので
しょうか？
　単に仕事をするだけでは結びつかない、お話しをされていた
「独創性」、私の思う仕事のセンスがなければ生き残るのが難し
い。この日本でも同じ事と思います。
　私も製造業の職人であり、負けるものかと思っております。
　反日感情のお話はメディアの情報は信用出来ないとの事です
が、やはり現地の方と接して見ないと分からいものですね。

京都市動物園の歴史と役割
広報・ブリテン委員長　左　近　宏　崇

　幡南会長の開会宣言、開会点鐘で始まり、ワイズソングの斉唱、
ゲストスピーカーと山口恵さんご紹介のメンバーゲスト荒川智
加依さま、岡崎友香さまの紹介がありました。
　食前感謝、会食と進み、本日のゲストスピー
カー前京都市動物園園長の秋久成人さまご講演
が始まりました。
　先日リニューアルオープンした京都市動物園
（個人的には岡崎動物園ですが俗称みたいですね）
が日本で２番目に開園した 100 年以上の歴史のある動物園であ
り、さらに全国で初めて市民の手によって創設された動物園だっ
たとは知りませんでした。
　また、ご講演では動物園の歴史からリニューアルの内容まで
多岐にわたるお話を頂きました。特に動物園等の役割（①種の
保存　②教育・環境教育　③調査研究　④リクリエーション）
のお話しでは、深く考えず④のリクリエーションの為に動物園
は存在すると思っていたことが恥ずかしく、最近は「ナゼ、ナ
ニ」って考えなくなってるなと反省もでき、とても有意義な時
間でした。

お客様インタビュー
メンバーゲスト　荒川智加衣様（山口恵さんご紹介）
皆さん紳士的でよかったです、宴会などあればご
一緒できれば楽しそうと思いました。
また、例会運営がカッチリされており、確りとし
た会だと感じました。

メンバーゲスト　岡崎友香様（山口恵さんご紹介）
師匠（恵さん）に連れてきて頂きましたが、師匠
の活躍する姿を見れて楽しかったです（笑）。歌
には驚きました。

チャリティーゴルフ
ドライバー委員長　西　村　融　正

　久しぶりのゴルフでした。最近は練習も含めほとんどしてい
ません。とはいえ嫌いになったわけではないんです……。

　３月６日京都部チャリティーゴルフに参
加しました。当日は小春日和の素晴らしい
ゴルフ日和でした。総勢 60 人の盛大なる
コンペです。そんな中、さすが幡南会長。
３位に入賞おめでとうございます！　私の
へっぽこゴルフとは大違い。淡々とスコア
をまとめていかれます。今度教えてくださ
いませ。よろしくお願いいたします。
　本当に楽しい有意義な１日でした。ただ、
残念ながら我々キャピタルクラブからは幡
南会長と西村の２名のみの参加です。「８
人で２組の参加」だったらもっと楽しめた
のに！　来年は是非是非もっと多くで楽し
みましょう !!!

次期会長主査研修会に参加して
次期会長　森　　　繁　樹

　３月 12 日（土）晴天のもと、新大阪の大阪コンファレンス
センターでの研修会に参加してきました。阪急電車の南方駅で
降りて徒歩５分程のところに研修会場はありました。
　29 年前に税理士を志して入学したのが南方駅近くにある大
原簿記専門学校でした。当時のことが思い出され懐かしくて、
なつかしくて、駅近を散策して会場入りしました。
　13 時より開講式、西日本区理事の開講点鐘からスタートな
のですが点鐘がなく、いきなりのハプニングでした。ただハプ
ニングのお陰で、緊張していた場が和みました。開講式の次は
メイン研修「クラブ会長と主査の役目」を我が京都キャピタル
クラブの大先輩の岡本様より講義がありました。委員会の時直
接にお話を聞かさせて頂いたこともあり、集中して話を聴くこ
とができ、たいへん勉強になりました。
　「西日本区の現状報告及び国際の現状」、「新役員紹介＆次期
理事活動方針」、「次期事業主任活動方針発表」、「会長の責務」、
「キリスト教理解」とたいへん内容の濃い、５時間 20 分の研修
となりました。研修後の懇親会では、一変し和やかにテーブル
を移動しての交流がされていました。
　研修会に参加して、いよいよ次期が開始するとの実感がし、
たいへん身の引き
締まる思いがして
います。
　キャピタルクラ
ブの皆様、次年度
も、どうぞ宜しく
お願い致します。

３月第二例会 2016年３月15日（火）　19:00～21:00
ウェスティン都ホテル京都３月第一例会 2016年３月１日（火）　19:00～21:00

ウェスティン都ホテル京都

ニアピン賞を
いただきました

講師の喜多様講師の秋久様
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製紙メーカーを巻き込み
「オンリーワンのオリジナル商品作り」

内　廣　　　健
　またまた常套句「人生は、出会い触れ合い巡り会い」から入ら
せて頂きますが、この言葉からもお察しの通り私の唯一の長所は
「人が好き」の一言に尽きるのかも知れません。
　大学ゼミの恩師と先輩との縁で紙の流通業である㈱松下に入社
し、10年間の東京勤務を経験しましたあと関西方面を任されたの
を機に京都での土地探しから始め、トラック輸送に便利なように
と南インター近くに会社を建てたのが 48年前。
　以来さまざまな方との出会い触れ合いで教えられ学んだ事は数
知れないのですが、中でも「この業種は、設備が無くても自在に
製品を作ることが出来る」との先人の言葉を日々実感しながら今
日に至って居りまして……。
　注文主である顧客のニーズを察知して知恵を絞っての試行錯誤
に製紙メーカーを巻き込み動かし、生み出されたオンリーワンの
オリジナル商品を大切に育みながら、未来に向かって機能継承し
て行くという過程に生き甲斐を感じている私です。
　広島の農家生まれの私にとりましては、この商売も農作業と重
なる部分がありまして、毎日の水やりや施肥を欠かすことなく客
と誠実にコンタクトをとることにより、開花結実が待たれるとい
う次第で、個性豊かな土地柄の京都は願ってもない肥沃の地。日
が暮れかけている今も、この土地での開拓作業が楽しくて、楽し
くてなりません。

耳鼻咽喉科医から言語聴覚分野の診断と相談
大　山　孜　郎

　私が専門にしている耳鼻咽喉科は、実に広い範囲の疾患に関わっ
ています。大学病院などでは、耳鼻咽喉科・頭頸部外科と呼ばれ、
頚から上の部分で、目と脳以外の全ての領域の外科的疾患を取り
扱っています。私が大学を卒業して耳鼻咽喉科医になったのは、
外科医として手術的治療に興味があったからです。
　しかし、耳鼻咽喉科分野は、手術的治療以外に大きな領分の疾患
と関わっています。私が診療所で専門としている言語聴覚分野がそ
うです。聴覚障害は、外からは見えない障害です。生まれつき聴こ
えに障害のある子どもは、何の手立てもせずに放置していると言葉
の発達や知能の発達に影響しますので、早期に診断し補聴器や人工
内耳を装着し教育を行う必要があります。また、我々大人の場合、
難聴はコミュニケーション障害を引き起こしますので、認知症の誘
因になります。幼小児難聴の早期診断、成人難聴に対する早期診断・
補聴器相談、これが私の大切にしている仕事です。

「印刷屋さん」からの脱皮
岡　本　尚　男

　1958 年に 21 歳で起業して今日まで、生き残っているのが不思
議な気持ちです。当初、謄写印刷から始めましたので、嘗ては私
達の業界が糧としていた仕事は、現在は皆さんが持っておられる
パソコンとプリンターに全て奪われてしまいました。所謂、簡単
な小部数の印刷物は個人の技術で対応できるようになったのです。
原紙に鉄筆で文字や絵を描いて謄写版で印刷する「印刷屋」は、
当時の業界を席巻していた活版印刷屋さんからは「あれは印刷じゃ
ない」言われていました。早くて安いが活字のように美しくはな
いという、今から思えば印刷産業の中の隙間産業でした。
　それが、コンプューターの出現によって全ての印刷業は大きな
変革を迫られました。その技術をマスターして印刷に特化したシ
ステムで対応しなければ仕事はなくなりますので、生き残りをか
けた様々な挑戦をしました。アメリカの業界を見学に行き、協同
組合を作り建物を建て協業化を図り、従業員の意識の変革、新し
い人材の雇用と、多くの借金もしました。
　現在は多様な社会的ニーズに応えられるように、様々な業種と
のコラボレーションで、単に「印刷」を中心としたモノづくり主
体から付加価値サービスの要素を広げて、そのサービスの品質こ
そが、重要なポイントとした品質保証が求められるようになって
います。
　一方、扱う商品には貴重品、機密類、個人情報を含む資料等、
流出すれば大きな社会問題となる製品を数多く扱っているため、
確実なセキュリティーの確保に向けたシステム的な仕組みの強化
が益々必要となっています。

染　　め　　る
勝　山　廣一郎

　染色文化の歴史は古く、中国では紀元前 3000 年頃、そしてヨー
ロッパ、インド、エジプトと各々の地域が発祥と言われています。
原始的染色は生地に植物の葉、花，果実、木の実などの自然素材
を利用し繊維を煮て染めていました。日本では弥生時代、桓武天
皇（遷都平安京）、江戸時代、明治時代、現代（人造染料作成される）
に至る。
　大きく区別しますと染料の溶液の中に絹糸（その他の糸）、絹織
物（その他布地）などを浸して染める「浸染」と呼ばれています。
もう一つの方法はデザイン (図案 ) を基にして、染料を大中小の刷
毛、筆などを用いて白生地（絹織物）に手描き彩色の後、地色を
引き染めする「柄、地染」があります。
　私の職業は、後者の方で様々な外注加工工程を経て一つの着物
を仕上げます。

卒業リーダー祝会
会　長　幡　南　　　進

　卒業おめでとうございます。2015 年度リーダーが卒業して
いきました。
　３月 13 日、艶やかなリーダーが集い、先輩・後輩リーダー
がお祝いに駆けつけました。マナホールが若者の熱気で溢れか
えります。紹介の後一人ずつの挨拶が始まります。全員と言っ
ていいでしょう同じ言葉で締めくくります。「今この場所にい
るのは先輩からの教え、同級からの励まし、後輩からの慕いが
あったからこそである」多くの人の愛情により多くの経験が自
分の為になった。この様なスピーチです。
　拝見していても、リーダーを経験し、しっかりと成長された
姿が伺えました。卒業生のほとんどの方がこれから社会人とし
て活躍されるのですが、人との繋がりを大切にしたリーダーの
経験を生かし、成長し、またYMCA・ワイズメンズクラブに帰っ
てきて頂ける事と思います。
　卒業リーダーの皆様改めて、おめでとうございます。これか
らのご活躍を祈念いたします。

THE Y CUP　第３回京都ミニバスケットボール大会
広報・ブリテン委員長　左　近　宏　崇

　３月19日（土）～20日（日）に大会が開催され、キャピタルクラ
ブは昨年と同様に 20日（日）の昼食担当なり、今回も定番の焼き
そば目玉焼きトッピング約 180 食分を提供させて頂きました。
　体育館前の東屋で食材の仕込みですが、前日に下拵えをして
頂いたのでしょうか、９時半に到着すると既に野菜の仕込みは
済んでおりました。
　11 時の提供開始の時間になり、焼き場、トッピング、パッ
ク詰め、配食と作業を分担したことで渋滞もなくスムーズに提
供することが出来ました。
　風が強くて若干寒かったのですが、昼食を済ませた子どもた
ちが一列に整列し、昼食お礼「御馳走様でした」「おいしかっ
たです」の言葉に、あったかい気持ちになれました。
　その後、有志で打上げとなりましたが、メンバーの普段とは
違う一面も見られ有意義な時間を過ごせました。
　あ、あと、内田さんの差し入れも有難かったです。おいしく
頂きました、有難うございます。
参加者　五十嵐、石倉・メネット・コメット、金原、左近、
菅原、瀬本、西川、幡南、柳、八木、山田（隆）

私はこんな仕事をしています
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岡　本　尚　男
　田中升啓委員長と幡南会長の周到なご準備のお陰で、京都か
ら関西空港・台北往復の道中、台北ALPHAクラブとの交流、
観光など無事に終了してホッとしています。事前の段取りが全
てを決める良い事例になりました。
　台北ALPHAクラブは 28 名の会員と聞きました。婚約者と
同席された次期会長との交流を含め、クラブ歴の古い会員のメ
ネットや小さいお子さん連れの若い会員との交流もアットホー
ムなもので、心和むひとときでした。東京クラブの長澤さんと
の連携もあったようですが、IBC締結に向けての障害になると
ころはありません。もし締結するならばその後の交流の仕方を、
キャピタルクラブが考えて東京クラブと連携して確りと話し合
う場を持つことが必要でしょう。

岡　本　　　都
　この度の台北アルファクラブへの訪問はとても楽しみにして
いました。
　一日目の歓迎会では、メン・メネットとご家族が大勢ご参加
下さり、親日的で、同じテーブルには日本語を話されるメネッ
トさんがほとんどで、緊張していた私も次第に話がはずんで楽
しく交流することが出来ました。

　台北アルファクラブさんとは昨年のアジアエリア大会で初めて
交流させていただいたのですが、さらに交流を深めるべく、総勢
10名にて台北に訪問してまいりました。
　訪問する前にメールで次期国際会長のチュン・
ミン・シャオさんとやり取りをさせていただき、
訪問の予定を詰めさせていただいたのですが、そ
の時から先方の歓迎の思いを強く感じておりまし
た。

　いよいよ台北に訪問し、宿泊ホテル
に到着すると、シャオさんはじめ、会
長の藍振峰（Blue）さんと合わせて４
名の方が横断幕を掲げてお出迎えして
いただきました！　それを見た瞬間、
ここにいたるまでの長かったやり取りを思い出し、私自身本当に胸が熱くなりました。
　その夜の会食では多くの台北アルファクラブのメンバー及びメネットさんや台湾区
の理事も来ていただき、最大限の歓迎を受けました。日本語を話せるメンバーも多く
おられ、いろいろなお話を聞かせていただきました。
　次の日の観光で案内いただきました観光地の「十分」では、今後のお互いのクラブ
の友好を「天燈」に書き込んで、願いを込めて大空に舞い上げました。
　今回の訪問で私が一番感じたことは、国際交流のすばらしさです。今までこのクラ

ブに入会させていただいてから、私自身が国際交流を感じる機会は残念ながらありませんでした。しかし、今回台北アルファ
クラブのメンバーの皆さんにお会いし、また率直にお話したいと思っております。この気持ちが今回の訪問の私の答えです。
　この訪問をきっかけに、８月の国際大会での IBC締結が現実となれば幸いです。みなさん、よろしくお願いいたします !!!

（田中升啓記）

台北ALPHAクラブ訪問
３月17日（木）～19日（土）

参加者の台北ALPHA訪問感想

台　北　空　港

キャピタルホテル松山館

両クラブ会長バナー交換 プレゼント交換

頂いたお土産

会長　中国語で挨拶 58度のお酒で乾
かん

盃
ぺい

　ウアー

歓 迎 会 参 加 者 全 員
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　２日目の観光もアルファクラブの方達が用意して下さり高い
山に行く「十分」迄の道のりは崖っぷちをバスが走るので、冷
や冷やしましたが、大きな八角の灯籠風の「天燈」に両クラブ
の友好発展を願って、皆でサインをし空高く揚げました。
　又、「九份」では、ノスタルジックな街並を、あまりの多く
の人でメンバーを見失なわない様必死に後を追って歩き、茶店
へたどりつきました。日本のお煎茶風ですが、台湾では何煎で
も茶葉の味がなくなる迄味わえるお茶の文化に惹かれました。
　楽しい３日間はあっという間に過ぎました。又機会がありま
したら台湾の文化にふれてみたく思いました。お世話下さいま
した皆様に感謝いたします。謝謝

香　山　章　治
　台北アルファクラブのメンバーの方々には、初日、ホテルへ
のお出迎えから晩餐会と熱烈な歓迎を受けました。
　両クラブの会長あいさつ、おみやげの交換、おいしい食事の
中での楽しい歓談の中で台北アルファクラブのお人柄を知り、
ファミリーでクラブに関わっていることを感じました。
　２日目は観光バスで九份、十分界隈への観光でした。初めて
行くところばかりでとても楽しい思い出となりました。昼も夜
もごちそうになりありがとうございました。
　この２日間の交流の中で台北アルファクラブの資質とメン
バーの方々のお人柄を見させていただき、京都キャピタルクラ
ブとの IBC締結先として間違いないクラブだと確信しました。
　これから更に詳細についてはクラブ内で検討して行きたいと
思います。

香　山　慶　子
　今回、初めて IBCに参加させてもらいました。
　観光で楽しい経験や、いろいろ連れて頂き台北アルファクラ
ブの方に手厚い歓迎を受けて大変充実した時間を過ごさせて頂
きました。ありがとうございました。

田　中　雅　博
　人生初訪台。台北の街に大いに癒され、台北アルファクラブ
の方々の歓迎に心暖まりました。
　本当に気品溢れる素晴らしいクラブでした。謝謝。

西　村　融　正
　今回このようなかたちで海外の方と交流を持てたことをうれ
しく思います。

幡　南　　　進
　2016 年３月 17 日 15 時、台北市キャピタルホテルに到着。
　台北アルファクラブ、藍振峰会長を含め４名の皆様に弾幕を
掲げた手厚いお出迎えを受けました。情熱的な歓迎が何よりも
印象に残ります。
　夕方、中華料理店での歓迎会がスタートです。メン・メネッ
トご家族を含め約 40 名の方を代表し、先ず林大棟様より経緯
の紹介がされ続き藍振峰会長よりご挨拶を頂きました。
　経緯としましては、東京クラブの長澤さんを通してキャピタ
ルクラブの事を知り、クラブ内で賛成を得て昨年のアジア大会
に訪日頂けたようです。長澤さんへご縁を頂いた感謝の言葉が
多く伺えました。続き藍振峰会長より大歓迎のご挨拶を頂戴し
てスタートです。
　キャピタルを代表し一言挨拶を述べました。「２日間の交流
を深めお互いの事を良く解り合え IBC 締結が出来ればと考え
ます。東京クラブを含めトライアングルで交流を深めて行きた
い」という内容です。初めての中国語に先方の表情から伝わっ
ているのかどうか不安でしたが、後から伺うと内容はしっかり
と伝わっていたようで一安心したところです。
　台湾の古くからの習わしで、乾杯をすると飲み干さなければ
ならない。目が合うと乾杯になる。そうお聞きしていた通り猛
烈な乾杯の歓迎です。目が合ってしまいます。お酒の力を借り
て両クラブの距離が一気に近くなり、キャピタククラブのメン
バーがリラックスして会話を楽しめた事は何よりも手助けとな
りました。
　翌日の観光も全て手配頂き、感謝の言葉以外見つかりません。
19 日無事に京都に帰郷したわけですが、終始参加メンバー皆
様より IBC パートナークラブとして有り難いのではないかと
言う話で持ち切りました。非常に有意義な三日間であった事を
実感いたします。
　最後に、ご縁を頂きました東京クラブの皆様、ご準備頂きま
した交流委員会の皆様、手厚い歓迎を頂きました台北アルファ
クラブの皆様、ご参加頂きました皆様全てに、改めて感謝申し
上げます。ありがとうございました。

森　　　繁　樹
　台北ALPHAクラブの皆様と交流訪問３日間、大変充実し
た訪問となりました。
　１日目の歓迎食事会、２日目の台北観光と昼食と夕食と至れ
り尽くせりのおもてなしをして頂きました。食事が全て日本人
の口に合うものばかりで大変美味しかったです。体重がどれだ
け増えているか心配でしたが、台湾のお茶のおかげか現状維持
でした。
　次期会長の黄品善（現副会長で 38 歳）さんとも固い握手を
交わして来ました。
　台北ALPHAクラブの皆様、謝謝です。

山　口　弘　子
　今回の台湾アルファク
ラブ訪問の旅は、クラブ
10 名のメン・メネット
で楽しい３日間でした。
台湾アルファクラブのメ
ン・メネットの皆様方に
親切にして頂き、お互い
の友好が深められまし
た。８月の国際大会に於
いての締結が出来ること
が楽しみです。

２日目の観光旅行　「十分」で

「天燈」が天空へ昇る

10㎏の金塊 金　鉱　の　坑　道

台湾式茶道を体験
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編集後記
　桜の便りが聞かれますが、皆様は花粉症のほう
は大丈夫でしょうか。
　次期会長研修会も行われ、次期に向けた準備も
着々と進められておりますが、今期の事業もまだ
まだ残っております、皆様、ご協力の程よろしく
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〉　第19回西日本区大会６月25日（土）～
６月26日（日）ツイン 21MID タワー＆ホテルニューオータニ
大阪／舞鶴ワイズメンズクラブを考える会３月18日（金）舞鶴
YMCA

〈YMCA 報告〉　夜桜フェスタ４月17日（日）17:00～20:00 京都
YMCAリトリートセンター／YYYフォーラム４月30日（土）
14:00～16:30 京都 YMCA

〈三役会報告〉　松井さんの近況について
〈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　３月の募金額の報
告／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　幡南会長、西村さん出席
／卒業リーダー祝会３月13日（日）京都YMCA　幡南会長
出席／TheYcup 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）サバエ教育キャ
ンプ場／Yサアワー例会４月19日（火）ウェスティン都ホ
テル／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　京都部チャリティーボウリン
グ大会２月28日（日）しょうざんボウル　15 名参加／各種
献金の報告：『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　３月第一例会「通常例
会」、３月第二例会「通常例会」／今後の例会について　
４月第一例会「花見例会・DBC合同例会」、４月第二例会「Y
サアワー例会」　５月第一例会「CATT合同例会」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日台北アルファクラブ例会参加／ 18日台北観光　
10名参加／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　東
京クラブの参加人数：４月２日（土）合同例会24名、３日（日）
交流観光23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（男性用、
女性用、各２サイズ）　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　４月29日（金・祝）近江舞子　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　４月５日（火）、５月13日（金）
・広報・ブリテン事業委員会　４月号ブリテン骨子について
／５月号ブリテン骨子について
・ EMC事業委員会　２月29日付　村田さん退会について／
今後の EMC活動について、懇親会を予定／３月度例会出
欠状況について／３月メンバーゲストのフォローについて
／YES 献金について／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〉　台北アルファ訪問時の通訳費を IBC 事業費に計
上とする件　承認

〈その他〉　
第10回三役会　４月21日（木）　19：00～　於：未定
第10回役員会　４月26日（火）　19：00～

於：ウェスティン都ホテル京都
メ　　ン　石村　吉宏　４月６日　　森　　常夫　４月25日
メネット　幡南　陽子　４月９日　　田中佳津子　４月11日
　　　　　山田まゆみ　４月17日　　藤田　裕美　４月18日
コメット　山口　太樹　４月10日　　田中　彩音　４月30日

石村　吉宏・しのぶ　ご夫妻　４月３日
内廣　　健・嘉　子　ご夫妻　４月14日

京都YMCA創立 127 周年記念会員集会
２月28日（日）　しょうざんボウル

EMC担当三役　椿　森　昌　史

　第13回京都部チャリティーボウリング大会、総勢195名、キャ
ピタルクラブから 15 名が参加し、皆さん日ごろ使わない筋肉
を酷使しながら頑張ってきました。
　成績は森繁樹次期会長、西川副会長が上位に食い込む大活躍
でしたが、あと一歩賞に届かず、悔しい結果となりました。私
は昨年に引続き２回目の参加でしたが、昨年と同様、昔とは程
遠い結果に「来年こそは頑張るぞ」と、終わってから気合が入
る始末でした。
　個人対抗の後は、各クラブ代表による一投勝負のトーナメン
ト戦、金原 CS委員長から指名を受け、出場させていただきま
した。結果は「優勝」。近年まれにみる集中力と運に自分自身
もビックリ、キャピタルメンバーの期待も薄かったのか、終わっ
た後、メンバー何人かに「何本倒した？」と聞かれて「見てな
いのかいっ」と、さらにビックリでした。成績発表では、一投
勝負の優勝と 111 位の飛び賞をいただき、個人的には大満足の
一日でした。

YMCA　NEWS
YYYフォーラム
日　時　４月30日（土）　午後２時～午後４時
場　所　京都YMCA地階マナホール
対　象　YMCAと関わるワイズメン、ユース、ボランティ

アグループ、職員等
進　行　宇高史昭氏（京都プリンスワイズメンズクラブ）

第 17回夜桜フェスタ
日　時　４月17日（日）　午後５時～８時
会　場　京都YMCAリトリートセンター（宇治市二尾宇川 18）
参加費　大　人（中学生以上） 2,000 円／名
　　　　小学生  1,000 円／名
　　　　幼　児   無料
チケット販売　京都YMCA三条本館１F窓口
お問合せ　TEL（075）231-4388　FAX（075）251-0970
　　　　　E-mail:ritcen@kyotoymca.org
※無料送迎バスもあり（定員になり次第締切）
※国際協力チャリティーバザーにご寄贈いただける物品
を受け付けています（未使用品でお願いします）。

第12回インターナショナル・チャリティーラン
チャリティーランで集められた支援金は、全国のYMCAや
京都YMCAが行う障がいのある子どもたちのためのプログ
ラムに用いられます。ただ今、参加・協賛のお申込みを受
付中です。多くのご参加、ご協力お願いいたします。
日　時　５月22日（日）
参加申込　リーフレットの専用振替払込用紙に必要事項
をご記入の上、京都 YMCA三条本館１F窓口にてお
手続きいただくか、大会 HP（http://kyotoymca.or.jp/
c-run）のメールフォームよりお申込みください。

協賛申込　リーフレット同封の協賛申込書にご記入の上、
京都YMCA三条本館１階窓口にてお手続きください。

お問合せ　TEL（075）231-4388　FAX（075）251-0970
　　　　　E-mail:c-run@kyotoymca.org

2016年３月22日（火）19:00～20:50
ウェスティン都ホテル京都　平安の間

第９回　役員会議事録

HAPPY BIRTHDAY

HAPPY ANNIVERSARY


