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律法の専門家は言った。「その人を助けた人です。」そこで、イエスは言われた。
「行って、あなたも同じようにしなさい。」

６

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

ルカによる福音書 10 章 37 節

―クラブライフの充実―

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

「メネットと共に メネットはワイズの応援団」

遠 藤 典 子 （大阪泉北）

クラブライフ一年間を振り返り感謝いたします
幡

会 長
先ず、感謝申し上げます。ありがと
うございました。
キャピタルクラブメンバー、メネット、またご協力い
ただきました関係者の皆様にお礼申し上げます。皆様の
お力添えの下、素敵な一年間が過ごせました。私の人生
の中で多くの事業が記憶に残る一年となりました。
今期はアジア地域大会で始まりましたが、台北アル
ファークラブメンバーが訪京頂けたことで、この度 IBC
締結に向けての礎となりました。そこにも又東京クラブ
のお力添えがあり、交流委員会の細やかな対応があった
からこそではないかと思います。IBC 締結に向けて台北
を訪問させて頂いた折にも大歓迎を受け、ワイズメンズ
クラブの醍醐味の一つとして国際交流は欠かせない事業
だと改めて実感しています。今期は締結までの準備が整
い、キャピタルクラブとしての考えを継承しつつ、新た
な発展が一つできたのではないでしょうか。締結は８月
となりますが、次期より国際交流の場が広がる事に大変
喜びを感じています。ありがとうございました。
また他の事業におきましても、メンバーの皆様が多く
の事業を完遂して頂いた事の感動が忘れられません。完

南

進

璧なまでにご準備を頂き、小さなこと一つ一つ漏れなく
お手配頂くからこそ、大成功が成し遂げられているのだ
と思います。
ふれあい広場では 30 回記念と言う事もあり、お一人
ずつお話頂く機会がありました。東京クラブをお招きし
ての DBC は満開の桜の中で開催され、CATT 例会では
感動の演奏を聞かせて頂き、メタセコイヤフェスティバ
ルでは参加団体の皆様の笑顔が今も思い浮かびます。話
しだすと尽きません。
キャピタルクラブ入会 10 年目という節目に、会長を
させて頂きました。当初は不安も多く私で良いのかと思
う事が多々ありましたが、何のことはないメンバー・メ
ネットの皆様が側に居て、いつもお支え頂けましたので、
心配もなくなり、感動の一年間を過ごさせて頂きました。
会長として多くの方と出会い、その出会いを大切に出来
た事も私の宝物です。
学び多き機会を頂き、充実したクラブライフをお作り
頂けた皆様へ、心より感謝申し上げます。一年間ありが
とうございました。

聖句の解説 旅人が追いはぎに襲われ、見て見ぬふりをする人がいるなかで、唯一けがをした旅人を助けたサマ
リア人が「憐れに思った」のは、ただ単に「かわいそうだなあ」と思ったのではなく、けが人の痛みを自分自身
の痛みとして感じたのです。「痛み」の共有こそが「隣人となる」ことなのではないでしょうか。
目標に向かって突き進めましたでしょうか。出来なかったことは次年度に頑張り
ましょう。出来たことは褒めましょう。

西日本区
強調月間

６月 評価・計画

年間強調
目標PR

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。

[ 月報告

５

遠藤通寛理事（大阪泉北クラブ）

加藤信一広報・情報委員長（京都トップスクラブ）
例会出席

BFポイント

ニコニコ

ファンド

献 血

130

]

在籍者数
39名
第一例会
36名
第二例会
31名
メイクアップ
8名
出 席 率 97.4%

切
手
現金累計
Ｅ
Ｆ
Ｊ Ｗ Ｆ
EF・JWF累計

0g
0円
0円
0円
0円

第一例会
0円 お花ファンド（母の日ファンド）
12,312円
第二例会
7,000円
累
計 291,128円 お楽しみBBQファンド 3,472円
リトセンアルコール販売ファンド
6,600円
合同委員会
6,400円
累
計 1,060,084円

献
血
成
分
累
計
成分累計

0cc
0名
0cc
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

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 "

130周年
募
金

第一例会
第二例会
累
計

0円
3,150円
52,499円

東日本大震災復興募金
第一例会
0円
第二例会
3,028円
累
計 48,814円
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５月第一例会

2016年５月10日（火） 19:00〜21:00
ウェスティン都ホテル京都

CATT 合同例会
EMC 委員

大 門 和 彦

毎年恒例となりました CATT 合同例会がウェスティン都ホ
テル京都で開催されました。
今年のホストクラブはキャピ
タル。幡南会長の開会宣言に
始まり、エイブルクラブ上澤
会長、トップスクラブ河原会
長、東稜クラブ佐川会長の３
人の点鐘で例会がスタート。
ゲストに、ヴァイオリニス
トの泉原隆志様、チェロリス
トの城甲実子様をお迎えして
４クラブ会長勢揃い
ミニコンサート？をして頂き
ました。あまり知識のない私にはなんと表現すれば良いのか？
わかりませんが、
「ヴァイオリンの音色の落着き、音の深さ」
に心が洗われ、バタバタと毎日を送っています小生にとっては
ひと時の安らぎの時間となりました。
「いつかは、クラッシック」と思っていたのですが、もう少
し時間がかかり
そうです。ただ、
近い将来クラッ
シックの良さを
本当に理解でき
る大人になりた
いと思いました。
泉原様、城甲様、
ありがとうござ
いました。

５月第二例会

2016年５月17日（火） 19:00〜21:00
ウェスティン都ホテル京都

英語って簡単かも
地域奉仕・環境委員

本日の例会では臨時総会が開かれ台北 ALPHA クラブとの
IBC 締結に対する議題が出されました。東京クラブとのトライ
アングルとなることもあり、この経緯について山口雅也さんか
ら質問があり、幡南会長がこれに対し丁寧に答弁。そして採決
がとられ賛成多数でこの議題が承認されました。８月の国際大
会での IBC 締結へ大きく前進することになり非常に楽しみです。
ゲストスピーカーは谷口陽子様。企業などで英語の講師をさ
れていて、IBC 締結を控えたキャピタルにはタイムリー。軽快
なトークとテーブルセッションや簡単なゲームなどで大盛り上
がり。
話しの中で印象深かったのは、英語をマスターするには学習
の方法ではなく継続することが大切という言葉。英語を学ぶと
きに限らず、仕事や家庭、クラブの中でも何かを成そうとする
とき、すべてに当て
はまるのではと感じ
ました。
非常に楽しく勉強
になる時間を過ごせ
ました。谷口様とド
ライバー委員会に感
謝申し上げます。

お楽しみバーベキュー大会
４月 29 日
ファンド委員長

キャピタルの参加者
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長谷川 幸 昌

倉 見 直 樹

メン、メネット、コメット合わせて 19 人で穏やかな気候と
さわやかな琵琶湖畔で楽しく過ごせました」と書ければよかっ
たのですが、当日は会場の近江舞子に着いた時から強風が。現
地の係りのオジサンたちが「ここじゃなくて裏手のほうがいい
よ」と忠告しに来るくらいの強風。
でもそんなことでは怯まないのがキャピタルクラブ。風が何
ぼのもんじゃいとそのまま湖畔で準備を続ける。コンロに炭を
置き火をつける。団扇なしであっという間に炭に火が回る。
「グ
オーーーー」と強風。湖畔の砂が顔に当たる。紙コップが、お
皿が飛んでいく。
周りはバーベキューどころか人さえいない。完全なプライ
ベートビーチ。しばらくすると見知らぬ女性がやってきて「あ
のー、バーベキューできますか？」と我々に尋ねた。 やって
いるのは見ればわかるけど、楽しいですか？ と聞かれている
ように感
じ た。 笑
顔 で「 で
きますよ」
と答えた。
午後に
は風もや
み楽しく
みんなで
過ごしま
した。

私はこんな仕事をしています
売上の上がるホームページ準備中
饗 場 公 治
私の仕事はホームページ制作の仕事をしています。皆さんもご
存知かと思いますが、ホームページは私が作成しておりません。
全て、デザイナーが作成しております。お客様のご要望に応じて
デザインのタッチや予算に合わせて制作するデザイナーを使い分
けております。
しかし、最近はホームページをあまり作りたくないので、作成
しておりません。
それには理由があり、ホームページをいつも作成しながらずっ
と疑問に感じておりました。ホームページ制作会社はホームペー
ジを作成する会社であり、売上を上げる会社ではありません。売
上が上がったら本当に感謝され、上がらなければむしろ、信頼ま
で失うことがあります。お客様から喜ばれる商売をしたいので、
喜ばれるにはどうしたらいいのか、散々考えた挙句、単純に売上
の上がるホームページを作成しようと思い、現在は売上の上がる
ホームページのサービスのリリースの為の準備をしております。
他にも現在は、インターネットでのインバウンドのサービス展開
の準備を進めている状況です。
よろしくお願いします。

祝！

落札！
石 倉

尚

朝、洗面所で顔を洗う、トイレに行く、キッチンで食事を作る。
冬は暖房、夏は冷房、一日の疲れをお風呂で癒す。こんな暮らし
に関わる設備の仕事をしています。……といっても私は、現場に
行くこともなく、主に経理をしているのですが、支払いや請求以
外は、相手はパソコンなので夜中や日曜日にかかわらず 24 時間い

YYY フォーラム
京都 YMCA 職員

關

つぐみ

４月 30 日、京都 YMCA 本館マナホールにて、YYY フォー
ラムが開催されました。これは YMCA で活動するワイズメ
ン（Y s）、ユースボランティア（Youth）、スタッフ（YMCA）
の３つの Y が集い、交流することを目的とするフォーラムで
す。当日はワイズメン 27 名、ユースボランティア 24 名、学生
YMCA ３名、YMCA スタッフ６名と、様々なグループからの
参加がありました。
今回のテーマは「持続可能な社会をつくるため、私たちがつ
ながってできることは？」とし、プリンスワイズメンズクラブ
所属、京都市環境政策局元職員の宇高史昭氏に進行していただ
きました。
年齢や所属が異なるよう、７つのグループに分かれて「未来
ある子どもたちのために、この地球をどう守り、生活環境をど
う変えていくべきなのか」について議論しました。まず、日々
の生活で環境保全のために心掛けていることをグループ内で出
し合い、その中で皆が最も興味関心をもつ課題、例えば、生活
排水問題やごみ処理問題などについて意見を出し合い、解決策
を検討、発表しました。最後には、交流タイムとしてドリンク
と軽食をいただきながら、それぞれが所属するグループの活動
紹介を行いました。
今回のフォーラムは、世代を超えた経験や知識から多様な意
見が挙がり、期待通りの交流の場とすることができたと思いま
す。ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

つでも出来る仕事です。
他にする仕事で面白いのは、入札です。これは中々おもしろい
ですよ。今は、ほとんどの入札が電子入札になっており、誰が参
加しているのか全く分からないのです。
予定価格が公表されているものは、予定価格から最低制限価格
を予測して入札をします。予定価格が事後公表の場合は、より正
確な見積もりが必要です。算出した直接工事費を元に入札金額を
決めるのです。
開札の時のドキドキワクワクが楽しいのです。落札しようもの
ならホワイトボードに祝！ 落札！ と朱書きします。祝！ 落
札！ の文字が増えることも私の大切な仕事のひとつです。
PS. 安心してください。仕事はまじめにやってます。

発達障害児の運動療育に従事
松

井

陽

子

皆さま、大変ご無沙汰しております。お元気ですか。私は、７
月に東京に来てから、早くも 10 ヶ月が経とうとしています。通勤
ラッシュや渋谷駅での乗り換えに疲れ果て、東京で生きる大変さ
を感じたかと思えば、流行りのパンケーキや人気のお店に並んだ
り……。今まで、並んでまで何かを買ったり、食べたりすること
がなかった私ですが、少しは流行に敏感になってきました（笑）。
そして、今、何をしているかといいますと……。主に発達障害
の子ども達が運動療育を受ける療育スタジオを運営している会社
で働いています。発達障害というのは、生まれつきの脳の機能障
害で、通常学級において 6.5％在籍しているとの調査があります。
日々子ども達と運動をしたり、３月にはジブリの森の近く、武
蔵野市に新たなスタジオをオープンさせました。次は、京都に。
その時は、ぜひ皆さまのお力を貸してください！ 期せずしてやっ
て来た東京ですが、楽しんでいます。

第 12 回京都 YMCA インターナショナル・
チャリティーラン 2016 in かもがわ
YMCA サービス委員

山 田 隆 之

2016 年５月 22 日
（日）晴天に恵まれた、鴨川公園（特設コース：
北大路橋〜出雲路橋１周 1.7km ／北山橋〜丸太町橋 10.5km）
で「第 12 回 京都 YMCA インターナショナル・チャリティー
ラン 2016 in かもがわ」が開催されました。
今年もキャピタルクラブはドリンクの販売担当で、瀬本 Y
サ委員長を中心に、手際よく準備が進められました。好天に恵
まれたこともあり、開始早々からどんどん気温が上昇し、販売
開始と同時に飛ぶように売れていきました。
それと同時に事前に割り当てられたコース審判にも 10 名程
が参加し、適格な合図でランナーを誘導したり、子供達に声援
を送ったり、ランナーと同じように強い日差しなかの参加とな
りました。毎年、盛大に開催されるようになり、これからの発
展が楽しみな事業になりました。
参加チーム 147 チーム、ボランティア数 281 名、来場者数
120 名
参加者 石倉、金原、亀井、神﨑、倉見、瀬本、西川、西村、
幡南、森（繁）、山口（雅）、山田（隆）
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第６回メタセコイアフェスティバル開催 !!
５月 15 日（日） 京都 YMCA リトリートセンター
ファンド委員

山 口

恵

快晴に恵まれ、第６回メタセコイアフェスティバルが、医療
法人 大山医院、NPO 法人就労ネットうじ・みっくすはあつ、
社会福祉法人 世光福祉会 ベテスダの家、就労継続支援 ス
マイルワーク、京都府視覚障害者協会・京都 YMCA こおろぎ
の５団体の皆様のご参加により開催されました。
朝８時集合、皆さんの手際の良さで着々と準備は進んでいき
ます。
久しぶりにワークに参加させていただいた私は、司会という
大役。久しぶりに緊張感を味わいながら、さすがキャピタルク
ラブだな〜と感動していました。
10 時受付開始。10 時 30 分、幡南会長の開会のご挨拶、ご参
加いただきました団体、協賛企業のご紹介が終わった後は、昨
年もご参加いただきました 4 disabilities の演奏とサインダンス
が始まりました。とても素敵な音楽、歌、パフォーマンスで大
満足。続いて、
餅つき大会！ 大人も子供も大興奮。美味しかっ
たですね〜。
そして待ちに待ったお食事タイム !! 大山謙一さんより食事

のブースの紹介をしていただき、すぐに長蛇の列 !! 毎年、本
当に豪華な料理です。久しぶりに内田さんにもお会いでき、嬉
しかったです (^.^)/
食事が落ち着いてからは、昨年書いていただいた「１年後の
自分への手紙」の贈呈式。続いて「風船割り大会」、盛り上が
りましたね。
そして、ご参加いただいている各団体様によるアトラクショ
ンのスタート。こおろぎ様「江州音頭」、キャピタルクラブ「激辛・
激マズロシアンルーレット」
、大山医院様「ジェスチャークイ
ズ」
、みっくすはあつ様「宝探しゲーム」、ベテスダの家様「み
んなでつくろう」でした。どのアトラクションも楽しく、皆さ
んの笑顔がとても印象的でしたね。
そして、フェスティバルの終盤。全員のフォークダンスで大
盛り上がり。
楽しい時間はあっという間に過ぎ、金原地域奉仕・環境事業
委員長の挨拶で無事に閉会となりました。
本当に皆様、お疲れ様でございました。

参加された方のご感想

とても楽しませていただきました。他のグループの方との個々
の交流はなかなか難しいこともありますが、グループ紹介や出
し物を通して交流できることがこのイベントの大きな特徴かな
と、毎年感じています。４ディサビリティーズのみなさんのス
テージも、とてもひきつけられるもので、素晴らしかったです。
キャピタルの皆さんには、楽しい一日をプロデュースしてくだ
さり、本当にありがとうございました。今後とも、どうぞよろ
しくお願いいたします。

医療法人

大山医院

鶴 田 美 律

先日は、リトセンメタセコイヤフェスティバルにお招きいた
だきまして、ありがとうございました。大山医院からは総勢
50 人で参加させていただきましたが、おいしいお料理を始め、
子どもたちが喜ぶような工夫も随所にこらしてくださり、皆で

参
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NPO 法人就労ネットうじ・みっくすはあつ

田 中 彬 弘

天候に恵まれ、おいしいご飯や焼きたてのパン・ケーキ・ピ
ザ、デザートのかき氷、バンドの音楽、風船わりゲームなどあ
り、とても楽しめました。
ビールを飲みながらの、バーベキューは最高に幸せでした。
あと、たくさんの知り合いの方に会えたので、ものすごく嬉し
かったです。普段、会えない友達と話すのは、気分転換になる
ので良いですね。また来年も参加できたら嬉しいです。ありが
とうございました。

社会福祉法人

世光福祉会

スタッフ一同

ベテスダの家

この度もお招き頂き感謝します。当日は天気にも恵まれ、美
味しい食事と楽しいプログラムがあり、全員とまでいきません
が、お交わりがもてたこと嬉しく思います。準備から、当日の
運営、片付けまで、キャピタルワイズメンズクラブの皆様、本
当にありがとうございました。
今回ベテスダの家は企画として、みんなで手形 & 全体集合
写真を撮ろうを準備してきました。障がいの有無に関わらず、
子供から年配の方々までが、一つの場を共有すること、とても
良い時間になりました。当日はご協力下さり、ありがとうござ
いました。
又来年に向けて、ベテスダの家として主体的に参加できるよ
う、しっかりと考えていきたいと思っています。引き続き、よ
ろしくお願い致します。

就労継続支援

スマイルワーク

ながら歌にダンスにゲームに目で声で肌で触れ合うひと時です。
お昼はキャピタルの方により、バーベキュー、焼肉、焼きそ
ば、ケーキも焼いてと持て成され御腹も一杯。
最後はメタセコイアの木の下で手形を押して、手をつながな
くてもつながった「ハイ チーズ」。楽しい同じ時間を共有し
た一日でした。
来年はもっと大きくなってるかな。

浦

幡南会長と山口恵さんの司会も、聴覚障害者の方のための翻訳完備

4 disabilities の演奏

初 美

メタセコイヤの木の下で、人々が集まり空間と時間を共有す
る。スマイルワークとして初めて参加させて頂きましたが、大
変有意義な体験をさせて頂きました。
働く場所や生活スタイルも異なる人達が、ひとつになって沢
山の笑顔に囲まれました。
イベントの途中で「来年はどんなアトラクションで参加す
る？」、そうやって来年に思いを向ける皆の顔が輝いていまし
た。何と贅沢な会話なのでしょう……。
主催者の皆様、本当に楽しいひとときをありがとうございま
した。

京都府視覚障害者協会・京都 YMCA こおろぎ

池 上 恭 子

京都 YMCA こおろぎによる
アメージンググレース

５月 15 日の朝、五月晴れの気持ちよい朝となりました。
草原の駐車場で車から降り立つと YMCA リトリートセンター
のメタセコイアが美しい緑の葉に日を浴びて優しく光っていま
した。テニスコートほどの広場を囲むように 20 本余り木の周り
は一抱えもあるほど成長し 10 メートル以上も高く聳え、その下
で集う私たちを護るように、すくっと立ち並んでいました。
次々ボランティア達と集った参加者たち夫々様々な障害があり

みんなで餅つき

風

舞台上の出し物を見ている人たち

船

割

り

激辛・激マズ
ロシアンルーレット→
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キャピタルクラブの皆様、ご苦労様でした

料理作りに奮闘のメンバーたち

大門さんが手塩にかけたチーム初優勝 !!
大門さんが 2010 年ころより結成された、
『京都ブラックス野球協会』滋賀県高島市新旭にホームグランドを構えてから
初優勝です。毎週の休日など練習を重ねて勝ち取りました。
少年たちの育成に寄与し高校野球、春・夏大会にも出場する選手も輩出しています。いずれはプロ野球選手も育つ事で
しょう。地域奉仕活動の一環ともいえ、
キャピタルクラブとしても誇らしい実績です。おめでとうございます。 （幡南 進）

2016 年（平成 28 年）６月２日
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日刊スポーツ

今期最後のメネット懇親会を終えて
メネット会長

４月第二例会で皆様から募金の協力をしました。京都新聞に掲載されました。

香 山 慶 子

５月 27 日（金）12 時より旬菜ふれんち 祇園キャ
レドミューにて懇親会をさせて頂きました。お天気
も良く、良い日になりました。
男性一人でしたが幡南会長も参加して頂き有難う
ございました。幡南会長の挨拶から始まり、次期メ
ネット会長山田まゆみさんに乾杯のご発声をして頂
き、食事が始まりました。 途中、皆様に近況報告
などを聞かせて頂き、とても楽しい時を過ごせまし
た。
今期皆様に大変お世話になり、支えて頂き有難う
ございました。またスタッフの石倉メネット、菅原
メネット、山田とも子メネットさん達にも相談に乗っ
て頂き有難うございました。次期は山田まゆみ会長
のお手伝いをさせて頂き頑張りたいと思います。皆
様有難うございました。
参加者 （石倉・内廣・岡本・勝山・香山・菅原・
仁科・八木・山口（弘）
・山田（ま）
・正子ダルマパー
ラン各メネット・幡南会長）計 12 名

YMCA

NEWS

熊本地震関連報告
災害時積立金より、京都 YMCA を通して 20 万円を緊急支
援。／ CATT 例会時に募金箱を設置し約６万円を同じく京
都 YMCA を通して支援。／熊本地震支援緊急街頭募金 約
75 万円（京都 YMCA 全体） ４月 23 日：幡南会長参加、４
月 24 日：金原さん参加
熊本 YMCA からの報告です。

舞鶴少年少女野球教室開催
会

長

幡 南

進

５月８日（日）舞鶴円山球場にて京都 YMCA の主催で、第
22 回ダイワハウス全国少年少女野球教室が快晴の下開催され
ました。元プロ野球講師として大門和彦さん、亀山努さん、米
谷延夫さん、中島裕司さん、小川裕介さん、川中基嗣さんの６
名です。参加者は 10 チーム約 160 人です。この度は舞鶴ワイ
ズメンズクラブ設立準備委員会、キーメンバーの皆様が開催の
お手伝い下さり、総勢 200 名を超える人で球場が埋め尽くされ
ました。
舞鶴 YMCA 神﨑校長の挨拶で始まり約３時間の指導です。
大門さんの話に熱心に聞き入り、元阪神亀山さんの笑いを交え
た指導も大人気でした。最後に、一番正確に早くキャッチボー
ル出来るチームを決める、キャッチボールリレーが 10 チーム
で行われ、子供達も親御さんも大歓声での応援です。私は観客
席で見ていましたが、子供たちが満面の笑みで「楽しい !!」と
話していた姿が特に印象に残りました。
キャピタルクラブの大門さんをはじめ、ご準備頂きました皆
様、お疲れ様でした。

これまで国内外の多くの皆様より、熊本の被災者・避難者の皆
さんのために多くの物資をご提供いただきました。みなさまのあ
たたかいお気持ちに、YMCA スタッフも含め、どれだけ多くの
人の気持ちが慰められたか、言葉ではうまく言い表せません。本
当に、本当に、ありがとうございました。
緊急支援物資の供給の見通しが立ちましたので、５月 31 日（火）
をもって、熊本 YMCA からの支援物資提供の呼びかけを一旦、
終了いたします。
これからも熊本地震の支援活動は継続してまいります。また、
梅雨の土砂災害、台風などの警戒を続けてまいります。もし、大
量の物資が必要な事態となりましたら、改めて当アカウントより
発信します。
当 facebook アカウントからは、これからもさまざまな情報を
発信してまいります。これからもどうぞご覧いただき、被災者に
寄り添う熊本 YMCA の働きにご支援とご協力をお願いします。
物資をご提供いただいたみなさまお一人おひとりにお礼を申し
上げられませんでした。この場より、重ねて感謝申し上げます。
熊本 YMCA 災害対策本部

会員オリエンテーション
日
場
内

時
所
容

６月13日（月） 午後７時〜
京都 YMCA 201 号室
京都 YMCA の使命、日本 YMCA 基本原則について
京都 YMCA の組織と事業について
会員活動について

公益財団法人京都 YMCA 第５回会員協議会
日
会
内

時 ６月24日（金） 午後７時〜
場 京都 YMCA マナホール
容 リブランディングについての報告、京都 YMCA の
一年の事業報告など
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H A P PY B I R T H D A Y
メ

ン

メネット
コメット

山田
幡南
八木
田中
石倉
左近

英樹
進
悠祐
淳子
京
遼太

６月14日
６月23日
６月29日
６月８日
６月12日
６月28日

瀬本
田中

純夫
升啓

６月17日
６月28日

大山
八木

悠子
茉耶

６月11日
６月13日

第11回

HA P P Y AN N I V E R S AR Y
倉見 直樹・享子
長谷川幸昌・絵理
田中 雅博・淳子
安部 英彦・智子

第２回

ご夫妻
ご夫妻
ご夫妻
ご夫妻

６月１日
６月３日
６月４日
６月17日

次期役員会議事録

2016年５月20日
（金）19:00〜21:00
ウェスティン都ホテル京都 平安の間
〈西日本区・京都部報告〉 ５月13日（金）次期Ｙサ委員長懇談
会 出席：森繁樹次期会長、左近宏崇次期Ｙサ委員長／５
月27日（金）次期地域奉仕・環境事業役員懇談会（於：京都
YMCA）
出席予定：次期椿森地域奉仕委員長、瀬本次期会計、
森次期会長／６月11日（土）次期京都部 PR 委員会説明会及び
懇談会
（於：平和）出席予定：森次期会長 八木次期副会長／
６月12日（日）第１回京都部評議会（於：ハートンホテル京都）
出席予定：森次期会長／６月25日（土）〜26日（日）西日本区大
会（於：ホテルニューオオタニ大阪）／７月19日（火）京都部長
公式訪問
〈YMCA 報告〉 ７月３日：リトセン夏期準備ワーク カレー
作り担当
〈三役会報告〉 年間スケジュール
（案）の確認／ 2016 〜 2017 年
度予算書（案）の確認
〈各事業委員会報告・事業計画案報告〉
次期 YMCA サービス・ユース事業委員会 リトセン夏季
準備ワークと日程が重なるため、サバエワークについては
７月 10 日のみの参加とする。／ The Ycup ミニバスケッ
ト大会の出店内容は、
変更も視野に検討する。／Ｙサアワー
例会の日程をドライバー委員会と調整する。
次期地域奉仕・環境事業委員会 プルタブ、エコキャップ
は、箱を置いておいて神﨑総主事にお渡ししてはどうか。
／献血は事業ではないが、みなさんに献血を意識いただけ
るように検討する。／「スペシャルオリンピックス」トー
チウォークへの協力の依頼があった。／熊本地震支援募金
について、今後西日本区、京都部より正式に依頼があれば
クラブとして協力する。
次期ドライバー事業委員会 メンバースピーチ例会を継
続。／欠席者へのフォロー／前回欠席者のスピーチタイム
を設ける。／ HB・HA について、今年度のように遅れて
も行うかを検討中。各委員会による例会が決まれば、ドラ
イバー委員会に連絡する。
次期交流事業委員会 IBC 締結の中で、「トライアングル」
の意味を東京クラブとも共通化しておいたほうが良い。／
台北アルファクラブと今後の付き合い方も検討課題。／
IBC 事業費として 200,000 円を計上。
次期ファンド事業委員会 献金目標の確認／ジャガイモ
ファンドは、案内を早期に、販売の種類はシンプルに。／
その他ファンドの企画を検討中。ファンド事業の意義の再
確認をする。
次期 EMC 事業委員会 メンバー増強が次年度の EMC 委
員会の中心的課題。／良質な新メンバー７名の増強、ノン
ドロップが目標。／ファミリー参加型の BBQ・各委員会・
事業にゲストを招待する。
次期メネット会 会員増強についてもサポートをする。／
メネット例会の開催については、日程、詳細を早期に検討
して連絡する。
〈その他〉
第４回次期三役会 ６月21日（火） 19：00 〜 於：わこん
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第３回次期役員会 ６月28日（火） 19：00 〜
於：ウェスティン都ホテル京都（今期・次期合同）
第１回三役会 ７月21日（木） 19：00 〜 於：未定
第１回役員会 ７月26日（火） 19：00 〜
於：ウェスティン都ホテル京都

役員会議事録

2016年５月24日
（火）19:00〜20:30
ウェスティン都ホテル京都 平安の間
〈西日本区・京都部報告〉 第 19 回西日本区大会 2016年６月
25日（土）〜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設立総会 2016年６
月19日（日）『ホテルマーレ たかた』／舞鶴ワイズメンズ
クラブ 代表スポンサー募集の件／舞鶴ワイズメンズクラブ
設立支援金の件
〈YMCA 報告〉（次期）リトセン夏の準備ワーク 2016年７月
３日（日）
〈三役会報告〉 松井さん退会の件／（次期）スペシャルオリン
ピックス日本・京都（SON・京都）主催の「鴨川チャリティー
トーチウォーク」の協力依頼に関して
〈各事業委員会報告〉
YMCA サービス・ユース事業委員会 130 周年募金 ５
月17日3,150円 累計 52,499 円／東日本大震災救援・復興
募 金 ５月17日3,028円 累 計 48,814 円 ／ 夜 桜 フ ェ ス タ
４月17日（日）17:00〜20:00 リ ト セ ン 18 名 参 加 ／ 京 都
YMCA インターナショナルチャリティーラン 2016 in かも
がわ／５月22日（日）／12名参加／協力内容：ドリンク販売
地域奉仕・環境事業委員会 メタセコイヤ・フェスティバ
ル ５月15日（日）8:00集合 10:00〜15:30リトセン 165 名
参加
ドライバー事業委員会 今後の例会について ６月第一例
会「通常例会」
・第二例会「引継例会」について／ニコニ
コの状況報告
交流事業委員会 台北国際大会及び IBC 締結式について
ファンド事業委員会 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 ６月第一例会にて申込受付予定
／大山ハムファンド／６月予定
広報・ブリテン事業委員会 ６月号ブリテン骨子について
EMC 事業委員会 ５月度例会出欠状況 第一例会
（CATT
合同例会） 欠席者：３名 出席率：92.3％／第二例会（通
常例会） 欠席者：８名 出席率：79.4％
メネット会 メネット会懇親会 ５月27日（金）
〈審議事項〉（次期）スペシャルオリンピックス日本・京都
（SON・京都）
・鴨川チャリティートーチウォークへの協力依
頼について 協議継続／西日本区の委員に田中雅博さん委嘱
の件 承認／松井陽子さん退会の件 承認
〈臨時総会〉 2016年５月17日（火） 台北アルファクラブとの
IBC 締結について 承認
〈その他〉
第12回三役会 ６月23日（木） 19：00〜
於：石原
第12回役員会（合同） ６月28日（火） 19：00〜
於：ウェスティン都ホテル京都

編集後記
うれしいニュースを。入院されていた饗場さんがとても元気
に激ヤセ？ で戻ってこられました。
さて、今期、最後のブリテンとなりました。発行間際に大門
さんのニュースが入ってきましたので、通常は１日発行ですが、
３日付にしました。このようなことは多分、クラブブリテンの
歴史に残ることでしょう。皆様に原稿、写真と大
変助けていただき最終号に辿り着きました。特に
担当三役の幡南会長、石村さん、岡本さん、森さ
ん本当に有難うございました。
また、委員長の役得と言うのでしょうか、クラ
ブの事をたくさん勉強させて頂きました。１年間
ありがとうございました。
広報・ブリテン委員長

出席第一・時間厳守・親睦・奉仕・古切手収集

左近

宏崇

