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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：IP　Poul V. Thomsen（デンマーク） “Go Ye Into All the world”「全ての世界に出て行こう」
アジア主題：AP　岡野泰和（大阪土佐堀） “Start Future Now”「未来を始めよう、今すぐに」 

西日本区主題：RD　高瀬稔彦（岩国みなみ） “Attend club meetings with a clear motive to make the most of them.”
 「志をもって例会に参加し、学びの機会をもちましょう」

京都部主題：DG　桂　厚子（京都ウエスト） “Let us Join hands!”「さあ！手を取り合ってワイズの輪を広げましょう！」

メネット主題：RSD　谷本久美子（東広島） 「メネットパワーを結集し、感動をわかちあいましょう！」 
 “Let’s bring together menettes’ power and share the excitement!”

クラブ主題

会　長／金 原 弘 明
副会長／田 中 雅 博
　　　　村田深砂子
書　記／柳 　 慎 司
　　　　五十嵐由紀
会　計／山 田 英 樹
　　　　長谷川幸昌『Bind!』―さあ、みんなで30周年を楽しもう！―

ワイズメンズクラブ内外の人に広く情報を伝えよう。
加藤信一広報事業主任（京都トップスクラブ）

6
在籍者数　　41名
第一例会　　38名
第二例会　　38名
出 席 率　　100%

切　　手　　　　0g
現金累計　57,000円
（先月の累計に誤りがありました）
切手累計　　299g
ＢＦ献金　　　　0円
Ｊ Ｗ Ｆ　　　　0円
Ｅ　　Ｆ　　　　0ドル

第一例会　15,357円
第二例会　　　　0円

累　　計　280,152円

東日本大震災復興募金
第一例会　　2,894円
第二例会　　　　0円
累　　計　49,985円

古本・DVD　　4,400円
累　　計　886,788円

献　　血　　　0cc
成　　分　　　0名
累　　計　　800cc
成分累計　　　0名

第一例会　　3,172円
第二例会　　　　0円
今期累計　　58,006円
累　　計　591,736円

MCの Cは Conservation。クラブの健全な運営をチェックして、メンバーの満
足度を高め、入会者の目線で魅力のあるクラブづくりをめざしましょう！

為国光俊EMC事業主任（京都パレスクラブ）
７月
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『主は正しくいまし、恵みの業を愛し御顔を心のまっすぐな人に向けてくださる。』
詩編　第 11 編７節

　いよいよ 30 周年期の始まりです。今期
の会長主題は『Bind!』とさせていただき
ました。シンプルで覚えやすく、自分ら
しい言葉を……と考えた会長主題です。
　現在のキャピタルクラブは、会歴が長

い方から浅い方まで、皆が各々の持ち場や役割でいかんなく
個々の力を発揮し、その絶妙なバランスが、現在のクラブの原
動力となっていると思います。この個々の力を大きな大きな一
つの力に変える力が『Bind!』です。
　例年、本当にたくさんの事業がある中で、今期は 30 周年の
記念事業が加わります。京都部へ主査２名も輩出し、その事業
への協力もクラブを挙げて行っていくこととなります。例年に
比べるとメンバーの皆さんにかかる負担が、否が応にも大きく
なってしまいます。皆の力を『Bind!』して、楽しんで事業を行っ

ていければと望んでいます。
　さて、そもそも「周年」の持つ意味は何と理解すべきなので
しょう。私は周年期の会長を拝命してから、ずっとその答えを
自分自身に問いかけてきました。現在も未だ、自信が持てる答
えを出せてはいませんが、「今のクラブの足跡を明確に刻むこ
と」ではないかと思っています。30 年という長く、濃い歴史
を経て作られた今のキャピタルクラブは、どんなことができる
のか？クラブ設立時のメンバーから若いメンバーまでバランス
よく揃っている今のクラブにしかできないことは何なのか？
　そのことを明確に残すことが、未来のクラブへの遺産になる
のでは、と思っています。今回、私も改めてクラブの歴史を振
り返り、また設立時のメンバーの皆様から様々なお話をお伺い
する機会を得ることで、キャピタルクラブの歴史の重みに憧れ
と畏怖の思いを抱き、クラブ会長としての重責を改めて認識し
ました。これから 20 年後、30 年後の未来のクラブメンバーが、
今の私の気持ちと同様に「あの頃は……」と憧れを持ってもら
えるような足跡を、皆さんと一緒に残せるような一年にでき
たら、そんなうれしいことはありません。大いに活動し、大い
に楽しめる一年になれるように精一杯努力したいと思っていま
す。一年間どうぞよろしくお願いいたします。

Kick－off 
EMC－C

聖句の解説　信仰とは「日々神様との対話を続ける」ことではないでしょうか。
　何が御旨なのか計り知れないこともありますが、このことを続けることによって、人の心が物象化され、全てのものが画
一化される現実社会において、愛に満ちた人生をおくることにつながるのではないでしょうか。

『B i n d !』
―さあ、みんなで 30 周年を楽しもう！―

第 31代会長　　金　原　弘　明
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喜びと重みのメリハリのある例会
―　２名の入会式挙行　―

倉　見　直　樹
　皆さんは自分の入会式のこと、覚えて
いらっしゃいますか？私は緊張しすぎて、
ほとんど覚えておりません。「国際的なス
ゴイ組織なんや」と感じたことを記憶し
ています。
　椿森さん、藤田さん、ようこそキャピ
タルへ！いろんな意味で「大丈夫やろ
か？」と感じていらっしゃるかもしれま
せん。私も解らないことばかりですが、

何とかなってきました。メンバーの皆さんは本当にいい人ばか
りなので大丈夫です。心配ご無用です！
　そして本日、「子供たちの健やかな成長を願って」～最近の
いじめ問題から見えてくるもの～と題して、京都教育大学教育
支援センター教授　桶谷　守様のお話を聴かせて頂きました。
いじめ問題など本当に怖くなりました。私たちはマスコミが報
じる情報しかありません。そして、お話にも出ていたネット。
マスコミが報じる断片的な情報とそれによって感情的に踊らさ
れているネットの世界。怖いのはその情報しか得られない人達
はそれを真実だと思い込んでしまうこと、感情的になりすぎて
しまい問題の本質を見失ってしまうことだと感じました。
　今日はいい意味で落差の大きい例会でした。

引き継ぎ例会を終えて
亀　井　久　照

　山口会長から金原次期会長へバトンタッチとなる引き継ぎ例
会が行われました。
　私は 2010 年の引き継ぎ例会で入会式をし
ていただきましたので、丸３年が過ぎ、キャ
ピタルクラブ４年生に進級する事が出来ま
した。
　今期、山口会長のもとでファンド委員長
をさせていただきましたが、ご承知のよう
にとんでもない失態をしでかしたりで、会
長はじめ三役の皆様に多大なるストレスを
与えてしまいました。スミマセンでした（メ
ンバーの皆様にも同様です）。二期続けて不
良委員長でしたが、振り返りますと何とな
くですが、クラブの伝統や運営、そして決まり事などが少し分
かってきたような気がします。また、自分自身の問題もよくわ
かり、キャピタルは学びの場である事を実感できました。本当
にありがとうございます。
　次期は 30 周年を迎えるにあたり、クラブ行事も多くなると
思いますが頑張りますので宜しくお願いいたします。

6月第一例会 2013年6月4日（火）　19:00～21:00
ウェスティン都ホテル京都 6月第二例会 2013年6月15日（土）　18:00～21:00

ウェスティン都ホテル京都

講師の桶谷守さん

ホームクラブ200%出席の皆さん　前列左から勝山さん、山口さん、
森（繁）さん、後列左から西川さん、柳さん、五十嵐さん、西村さん

メーキャップを含むホームクラブ200%出席の皆さん　会長を囲んで

パープル大賞受賞の幡南さん
感激の表情

クラブ在籍30年の石村さん、内廣さん、大山（孜）さんへ感謝の花束贈呈

乾杯の音頭をとる
菅原次々期会長

引継を終えて思わず涙の
山口会長

山口会長から山口メネット会長へ
感謝の花束贈呈
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一人一人の結び目
勝　山　廣一郎

　絆と言う言葉を字源でしらべましたら、元来は犬、馬，鷹など
家畜などを通りがかりの立ち木につないでおくための綱、又呪縛、
束縛などに使用。ほだし、はだす、とも言う。現代では、人と人
との結びつき、支え合いや、助け合いなどに使用されています。
　私が入会後、数年たった頃、クラブ会長の標語に“絆”と言う
言葉を掲げられました。その意味をお尋ねいたしましたら、“絆”
とは、糸へんに半分と読むとの事、お互いに半分ずつ糸を結びあい、
糸の太さは人それぞれ、顔の違いもそれぞれ、固いか緩いか、程々
か、その結び目が大事ですとの事でした。
　今、当クラブに当てはめますと先輩、同僚、後輩の個性溢れるメ
ンバーで構成されています。一人一人が結びつきを大切にし、良質
の社会人を目指して少しずつ歩んでいければいいなと思います。

今　最も楽しんでいる事！

お　風　呂
安　部　英　彦

　私が今最も楽しんでいる事は、お風呂です。それも、温泉やスー
パー銭湯の様な所ではなく、家の小さなユニットバスでのお風呂
タイムです。体が大きいので肩まで浸かるとお湯の減りが尋常で
はありませんので、どうすればMAXまで温もれるのか？　職業
柄立ちっぱなしで体重とクーラーから関節に攻撃を受けているダ
メージをどうすれば軽減できるか？　を日々考えております。
　最近のお気に入りは、重炭酸のタブレットを少しぬるい目の湯
船に入れ、ゆっくり浸かりながらの炭酸シャンプー＆炭酸洗顔料
でエイジングケアをしながら音楽を聴くことです。特に男性は 40
歳を過ぎると、加齢臭なるものが湧き出しますので週に２回は炭

酸ケアでリセットをしております。
　しかし、しっかり温もった風呂上りの体には残念ながら滝のよ
うな汗が流れ、それを止めるためにクーラーをガンガン入れるの
で又体が冷えるという悪循環が……

「心豊かな人生を満喫」のシナリオ作り
内　廣　　　健

　郷里広島で生まれ育ち、大学入学と共に東京で世間の広さを知
り、京都で複雑な人情の機微を覚え、キャピタルクラブで人との
出会い触れ合いの尊さを教わりながら未だに自己研鑽に励む日々。
　幸いなことに、仕事も現役として楽しく専念出来る環境にあり
ますので、家庭では妻と二人のママゴトのような生活の中で、お
茶を呑みながら TVでの旅行を楽しんだり気ままに散歩に出掛け
たり……時折騒々しく訪問してくれる娘一家との団欒も、私達老
夫婦の活性化と若返りに役立っているのかも知れません。
　『人生は再現不能のドラマ』だとか。なにはともあれ、現在も心
豊かに人生を満喫しつつシナリオを書き続けて居る事だけは確か
です。

韓国ドラマのイッキ鑑賞
森　　　繁　樹

　今、最も楽しんでいることは、夜中に韓国ドラマの時代劇の
DVDを集中してイッキに見ることです。ストレス解消にはなりま
せんが、生きていて良かったと感じる瞬間です。
　夜の９時頃から、リビングの食卓の大きなテーブルに、ドンと
色々なお菓子、たこ焼き、健康ジュース、お茶などの飲み物（ア
ルコールはなしです）、携帯電話、パソコンとDVDを４巻置き、
体力の続く限り、誰にも邪魔されないで一気に見ます。１巻２時
間なので、４巻だと８時間になります。翌日３時か４時位に限界
が来てそこから爆睡するのが最高です。
　今まで、商道と書いて、サンド、韓国１の商人になっていくド
ラマは商売をする上での参考になります。是非お薦めです。後は、
今、NHK日曜日の 11時からのトンイ、近畿放送で火曜日の善徳
女王（そんとくじょおう）も超お薦めです。

あなたにとっての絆とは！

次期金原会長のキャビネット

山口メネット会長から石倉次期
メネット会長へ引き継ぎ

山口会長から
金原次期会長へ引き継ぎ

八木元会長（左）から山口会長へ感謝盾贈呈
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名古屋へ行こみゃ～
―　ブリテン優秀クラブ賞受賞　―

名古屋調査隊　石　倉　　　尚
　６月 22 日 10:16 発のぞ
み８号・自由席で名古屋
入り。荷物を預けて当日
昼食会（自主開催）、名物
を……サイゼリアで喉を
潤し満腹で能楽堂へ。こ
ちらは全席指定席です。
　今年は、九州部からの
バナーセレモニーです。
さぁ、ここ一番山口会長
へ大きな声援 ｢よっ！　やまちゃ～ん !!｣ 満面の笑みの会長で
した。開会宣言に始まり、粛々とプログラムが進んでいきます。
来賓祝辞は、あの有名な ｢河村たかし市長｣。今までに無い楽

しい、我々に語りか
けるような祝辞（ス
ピーチ？）だぎゃあ。
　ここで調査報告で
す。場所は変わっ
て、「栄ふんすいビ
ヤフェスタ 2013」。
とっても陽気なブラ
ジルの皆さん、これ
ぞフェスタ！　生演
奏にリズムを合わせ
て「ウーッ、マテ

チャ！」　Be Happy!　懇親会へGO!
　800 名を越える大宴会です。Soah さんの東日本大震災ボラン
ティア応援ソング「Pray」
よかったです。DVD 買
いました。サインに記念
撮影、So Happy!　カレー
に海苔も買いました（ま
だ食べてませ～ん）。ド
アプライズ、キャピタル
なかなか当たりませ～
ん。やっと呼ばれたのが
｢いしくらさ～ん｣「ハイ
ハイハ～イ」T-fal のアイ
ロン。ありがと～ぉ。懇親会も終わり、成瀬理事の写真を真ん
中に「ハイ、チーズ」記念写真を撮り、二次会へ！

　 大 会 二 日 目 ……
おっ、理事表彰でブリ
テン優秀賞、すばらし
い、長谷川ブリテン委
員長おめでとー。うい
ろうと味噌煮込みうど
んを買って、昼には名
古屋を離れ戻ってまい
りました。
　PS. 成瀬理事、これ
で一安心ですね。ご冥
福をお祈りいたしま
す。

その他のニュース
１．理事引き継ぎ式の司式者が森田惠三夫妻（京都ウエス
ト）から吉本貞一郎夫妻（熊本）にバトンタッチ。

２．西日本区事務所職員　北村久美子さん（大阪西）から
坂本千春さん（大阪センテニアル）にバトンタッチ。

３．各種アワードは以下の通りです。
理事表彰　ブリテン優秀クラブ賞／ Yサ事業　Yサ・
ASF 献金 100％達成賞／ CS事業　CS 献金ベスト 10
賞　FF 献金ベスト 10 賞　CS・TOF・FF 献金トリ
プル達成賞　地域奉仕・環境事業UGP に貢献した優
秀クラブ賞／ EMC事業　出席率 90％以上達成賞／
ファンド事業　BF100％達成賞

第16回西日本区大会　６月22日（土）・23日（日）
名古屋能楽堂　THE WESTIN NAGOYA CASTLE

次期西日本区役員の皆さん　高瀬理事のコメットも同伴

キャピタルクラブの参加者

吉
本
貞
一
郎
夫
妻
に
よ
る

理
事
引
継
式

故　

成
瀬
理
事
は
写
真
で
参
加

河村名古屋市長のご挨拶

山口会長　一年間ご苦労様

能楽堂の脇正面席に揃った参加者
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最後の誕生日会を終えて！
―　５月・６月誕生日会　―

６月６日（木）　パーティースペース　プレノタート
吉　井　崇　人

　今期のEMC委員会の大きな事業として誕生日会を開催させ
て頂きました。私はどうしてもやりたい事でしたので、委員の
皆様には我侭を言って予算もたくさん戴きました。
　どうなる
ものかと思
い、第一回
の誕生日会
を迎えたこ
とを今でも
覚えており
ます。やっ
てみると、
いつも成り
立たせてくれるのは、委員・メンバーの皆様で日にちとお店を
決めるといつも自然に成り立っていきました。本当に、凄い事
だなと感じ周りの方に助けられている事を痛感しました。
　でも、これだけは絶対だと思っています。メンバーが書いて
くれた色紙！　これは、絶対何年後かには皆さんの宝物になっ
ていると思います。それが、皆さんの手に届ける事が出来たの
が僕の一番の大仕事だったと思っています。大事に墓場まで
持って行って下さい。
　少しでも、メンバーの新たな一面を知り、親睦を深める機会
になったなら大成功とさせて頂きます。私自身も楽しませて頂
きました。一年間、本当にご協力頂きありがとうございました。

５月・６月生まれの方　大山（謙）・大門・椿森・山口（雅）・山田（隆）・
瀬本・田中（升）・幡南・八木・山田（英）

今期最後のメネット会
正子・ダルマパーラン
　６月１日に、八坂の
塔を望む祇園東山・つ
じ華

はな

で和牛会席膳をい
ただきながら、今期最
後のメネット会が開催
されました。
　山口メネット会長を
労いながら、和風仕立
てのステーキ、塩だれ
風の和牛にと楽しませ
てくれるお料理に舌鼓
をうち、暫し各々の家

族や自分の近況、出来事などで歓談し、メネット会のあり方と
して、参加されていないメネットさんに是非メンからの送り出
しを !!　とメンにエール。メンと同じ様に楽しい交流が出来る
事を知ってもらいたい等と盛り上がりました。
　次期はキャピタル 30 周年にあたり、柳京都部メネット事業
主査を支えての活動計画が、石倉次期メネット会長より提案さ
れ、交流、ファンド等々、メネットの思いを交えながら意見交
換をして、閉会となりました。
　他愛の無い話、美味しい食事、心配事、嬉しい報告、何でも話
せるメネット会に次回は多くのご参加がある事を祈っています。

参加者　石倉、内廣、岡本、香山、仁科、正子・ダルマパーラン、
山口（重）、山口（弘）、山田（と）

第 16 回東日本区大会に参加して
―　忘れてたまるか3.11　あの時の絆を　―

岡　本　尚　男
　６月８日～９日、花巻温泉の千秋閣で開催された東日本区大
会は、東日本区 386 名、西日本区 69 名の参加者であった。
　この大会のハイライトは奥様を津波でなくされた戸羽太　陸
前高田市長の記念講演「震災から復興へ」でした。市長と言う
公職と残された２人の幼い男の子を抱えながら、日々の復興に
向けた生々しい戦いの物語でした。
　内容はいずれ広報されると思いますが、当時の総理大臣や政
府要人との息詰まるやりとりは、迫力がありました。命がか
かっている要望に出来ない理由を言い訳にして動こうとしない
人達。妻の遺体発見とその現実を子供に伝えた時の、子供なり
に過酷な現実を受け止めているいじらしさの話は参加者の心を
打ち、スタンディングオベーションと鳴りやまない拍手が会場
を包みました。
　これからは「お互いに助け合いができる心豊かな毎日が本当
の幸せ」なのだという復興に向けた地域づくりの為に、それぞ
れができる小さな寄り添いが、ワイズメン達に求められている
と思わされた大会でした。
　DBCの東京クラブ受賞アワードは以下の通りでした。
一人当たりCS献金貢献賞２位、CS・ASF・FF献金達成賞、
EMC新入会員獲得努力賞（２名入会）、一人当たり BF・
TOF献金貢献賞（１位）、BF・TOF一人当たり献金達成賞、
BF使用済み切手収集協力賞、RBA協力賞

　参加者　山口弘子さん、岡本・メネット

　新しい仲間紹介　
椿　森　昌　史
Tsubakimori Masashi
生年月日：1967 年５月 12 日
自宅：〒 602-8422　京都市上京区堀川通上立売
　半丁下る山名町 818 番地１　クラウンハイム京都
　西陣 901 号　TEL　075-431-7699
　E-mail：tsubaki-design ＠ mirror.ocn.ne.jp
勤務先：合同会社TSUBAKI DESIGN

　一級建築士事務所　建築設計・監理
　〒 604-8262　京都市中京区油小路通三条上ル宗林町 98　英守ビル 212
　TEL　075-251-0167
紹介者：田中　升啓　　血液型：Ｂ型　　結婚記念日：２月28日
メネット：光　1968年２月11日生
コメット：長女　美瑠紅　1999年11月18日
　　　　　次女　奈津美　2002年８月４日
趣味：野球、スポーツ観戦、釣り、ゴルフ
モットー：いつも笑顔で　　入ってみたい同好会：釣り・ゴルフ
入会して一言：入会させていただき、有難うございました。ゲス
トとして初めて例会に出席させていただく前は、少し不安も有
りましたが、皆様から温かいお声を掛けていただき、その不安
もすぐに払拭されました。これから皆様のご指導を賜りながら、
色々と参加させていただき、何事も楽しんでいきたいと思って
います。今後とも宜しくお願いいたします。

藤　田　浩　史
Fujita Hiroshi
生年月日：1975 年７月１日
自宅：〒 612-8114　京都市伏見区向島下之町 827 番地
　TEL　075-622-8393
　E-mail：hrs2883@maia.eonet.ne.jp
勤務先：K.M.S. エンジニア・サービス株式会社
　機械器具設置工事・管工事

　〒 601-8390　京都市南区吉祥院流作町９番地４
　TEL　075-314-8393
紹介者：西川　欽一　　血液型：Ｏ型　　結婚記念日：８月８日
メネット：裕美　1977年4月18日生
コメット：長男　大貴　2004年２月11日
　　　　　長女　千尋　2005年10月22日
　　　　　二女　美尋　2008年１月15日
　　　　　三女　愛尋　2013年３月18日
趣味：自動車・旅行　　モットー：人を変えるよりまず自分
入ってみたい同好会：ゴルフ
入会して一言：皆さん、初対面でも気さくに話して頂き嬉しかっ
たです。場慣れしていない為、これから馴染める様に頑張って
いきたいです。
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メ　　ン　藤田　浩史　７月１日　　神﨑　清一　７月８日
　　　　　亀井　久照　７月16日　　山口　　恵　７月31日
メネット　内廣　嘉子　７月22日　　柳　早知子　７月29日
コメット　田中　愛純　７月３日　　幡南　玲奈　７月８日
　　　　　八木　萌寧　７月19日　　山田　隆太　７月19日
　　　　　山口　龍樹　７月20日

八木　悠祐・未穂　ご夫妻　７月７日

編集後記
　今期、広報・ブリテン委員長を務めさせていた
だきます山口恵です。みなさまのご協力のお陰で、
無事に今期第 1 号を発行することができました。
有難うございます。
　１年間、精一杯頑張りますのでご協力宜しくお
願いいたします。

広報・ブリテン委員長　山口　　恵

〈会長主題〉　「Bind!」　―さあ、みんなで30周年を楽しもう！―
〈西日本区・京都部報告〉　４月26日　Yサ・ユース事業懇親会
（於　三条YMCA）山田英樹Yサ主査、山田隆之次期Yサ委
員長、金原次期会長　出席予定／７月予定　ファンド懇談会
７月８日（月）、メネット懇談会７月13日（土）、広報懇談会７月
19日（金）、EMC懇談会７月26日（金）、交流懇談会９月27日（金）、
CS懇談会（日程未定、CSボウリング大会はキャピタル担当）。

〈YMCA報告〉　６月30日・７月７日　サバエ準備ワーク／７月
14日（日）リトセン準備ワーク

〈三役会報告〉　委員会配属の発表／年間スケジュール（案）の
発表⇒ 30 周年のリハーサル例会は行う方向で検討。メタセ
コイヤフェスティバルは日程が決まれば記載する。

〈各事業委員会報告・事業計画案報告〉
５月10日（金）までに各事業委員会　事業計画案・予算案を
五十嵐次期書記へ提出

〈その他〉　
第４回次期三役会　2013年５月16日（木）19:00～於：天
第２回次期役員会　2013年５月23日（木）19:00～於：未定
第３回次期役員会（合同）　2013年６月25日（火）19:00～

於：ウェスティン都ホテル京都

〈西日本区報告〉　西日本区大会での受賞アワードの報告
〈京都部報告〉　第４回　京都部評議会報告
〈三役会報告〉　新入会員の委員会配属の件／新入会員歓迎会の
予算執行の件／ 30 周年実行委員会会計への振替の件／ 2012
～ 2013 年度会計監査の件

〈各事業委員会報告〉
・YMCAサービス・ユース事業委員会　下半期事業報告及び
決算報告
・地域奉仕・環境事業委員会　エコキャップ最終集計 15.86㎏
／プルタブ最終集計 3.62㎏／下半期事業報告及び決算報告
・ドライバー事業委員会　下半期事業報告及び決算報告
・交流事業委員会　下半期事業報告及び決算報告
・ファンド事業委員会　下半期事業報告及び決算報告
・広報・ブリテン事業委員会　下半期事業報告及び決算報告
・EMC事業委員会　６月例会の出欠確認及びメーキャップ
の確認と案内／第６回誕生日会報告（招待者９名出席）／
新入会員歓迎会は７月に今期の委員会主催で開催予定／下
半期事業報告及び決算報告
・メネット会　下半期事業報告及び決算報告
・引継例会PT　引継例会の収支決算報告

〈会計報告〉　2012 － 2013 年度会計報告（会計より）
〈審議事項〉　新入会員２名をEMC委員会へ配属する件　承認
新入会員歓迎会の予算執行の件 承認
30 周年実行委員会会計へ 20 万円を振替える件 承認
各事業委員会　下半期報告・決算報告承認の件 承認
2012－2013 年度決算承認の件
第 12 回役員会の経費を計上することを条件に承認

〈西日本区・京都部報告〉　４月26日　Ｙサ・ユース事業懇親会
（於　三条YMCA）山田隆之次期Yサ委員長、山田英樹Yサ
事業主査、金原次期会長　出席／７月８日（月）ファンド懇談
会、７月13日（土）メネット懇談会、７月19日（金）広報懇談会、
７月26日（金）EMC懇談会、９月27日（金）交流懇談会

〈YMCA報告〉　６月30日（日）・７月７日（日）　サバエ準備ワーク
／７月14日（日）リトセン準備ワーク（昼食とフェンス工事担当）

〈三役会報告〉　手帳型会員名簿の作成予定／メネット会費　次
期は 2,000 円で検討

〈各事業委員会報告・事業計画案報告〉
① YMCAサービス・ユース事業委員会　Yサ・ユース献金
を７月中に送金する／ワークの作業内容について確認。
②地域奉仕・環境事業委員会　チャリティーボウリングの予
算について確認／「東日本大震災支援（1,200円/１人）」を行
う／「リトセン・メタセコイヤフェスティバル」が５月25日
（日）に、「ベテスダまつり」が 10月14日（月）

③ドライバー事業委員会　オリジナル例会の内容について確
認／納涼例会の会場を仮予約済み。
④交流事業委員会　DBC・IBCについての確認。
⑤ファンド事業委員会　ファンド例会が 10 月第２例会に決
定／次期は商品購入型のファンドを減らし、お楽しみファ
ンドやお祝いファンド、宝くじファンドなどを行う。
⑥広報・ブリテン事業委員会　メンバーコラムのテーマを
「今、最も楽しんでいること！」「あなたにとっての絆と
は！」とする（１つに絞るかは委員会にて継続協議）。
⑦EMC事業委員会　45 名体制を目指すために、入会歴５年
未満のメンバーをグループに分け、積極的にアプローチし
てもらう。
⑧メネット会　委員に香山慶子メネット、菅原由利子メネッ
トを選出。

〈その他〉　
第 5回次期三役会　６月20日（木）19:00～　於：天
　三役会は原則として毎月第３木曜とする
第 3回次期役員会（合同役員会）　６月25日（火）
　事業計画案・予算案の提出締切　６月16日（日）
キックオフ例会（７月第１例会　総会）７月２日（火）

2013年6月25日（火）19:00～21:00
ウェスティン都ホテル京都　平安の間

第12回　役員会議事録

HAPPY BIRTHDAY

HAPPY ANNIVERSARY

2013年5月23日（木）19:00～21:05
ウェスティン都ホテル京都　平安の間

第2回　次期役員会議事録

2013年4月13日（土）19:30～20:30
プ レ ノ タ ー ト

第1回　次期役員会議事録


