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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）

7
在籍者数　　41名
第一例会　　36名
第二例会　　36名
出 席 率　　95.1%

切　　手　　　　0g
現金累計　　　　0円
切手累計　　　　0g
ＢＦ献金　　　　0円
Ｊ Ｗ Ｆ　　　　0円
Ｅ　　Ｆ　　　　0ドル

第一例会　14,000円
第二例会　11,000円
累　　計　25,000円

東日本大震災復興募金
第一例会　　3,018円
第二例会　　3,495円
累　　計　　6,513円

合同委員会　　5,600円
累　　計　　5,600円

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

第一例会　　3,065円
第二例会　　3,687円
今期累計　　6,752円
累　　計　598,488円

身近なユースの活動を知り、協働を図りましょう。
正野忠之Ｙサ・ユース事業主任（大阪河内クラブ）８月
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『イエスは、別のたとえを持ち出して、彼らに言われた。「天の国はからし種に似ている。人が
これを取って畑に蒔けば、どんな種よりも小さいのに、成長するとどの野菜よりも大きく
なり、空の鳥が来て枝に巣を作るほどの木になる。」』　　マタイによる福音書　第 13 章 31-32 節

　京都部 18 代目の部長としてお伺い致し
ました部長公式訪問では、お時間をいた
だきまして有難うございました。京都キャ
ピタルワイズメンズクラブは、歴代お二
人もの理事を輩出されるという土壌を既
にお持ちであり、ワイズメンが憧れるク
ラブです。私も同席させていただいて、

例会の進行の中にメンバーの表情に気持ちの良い緊張があっ
て、そして例会は、教えていただくことが多々ございました。
その中で感じましたのは、クラブメンバーはかくありき、それ
ぞれに魅力的な人でなければ、と思いました。我がウエストク
ラブでも、入会のきっかけは、既メンバーに憧れて入会したと
いう言葉を聞いております。憧れられる集団になりたいもので

す。
　ところで、今期の標語は「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！」です。貴クラブから、
八木広報主査、柳メネット主査様のお力を借り、ワイズデーを
バリアフリーコンサートと銘打って、外に向かってワイズを広
報し、メンバーだけでなく各クラブがサポートしておられる施
設の子供たちにも喜んでいただけるプログラムを企画していま
す。
　ワイズメンズクラブをもっともっと知ってもらい、握手の輪
を広げていきたいのです。日本人の他人に対する距離は、イギ
リス人に近いと聞きます。その距離を一歩前に進めないと、握
手が出来ません。１歩前に近づくと、そして相手の顔を見合わ
せることになります。この距離が、親しい近さなのです。いい
顔で挨拶をすることになります。他クラブであっても、他部で
あっても、他国であっても仲間なのですね。たくさんの方と握
手を交わし、いいコミニュケーションを勧め EMC に繋げてい
きたいと思っております。そして YMCA のリーダーたちの活
躍する土壌を整えていきたいのです。その先は子供たちの笑顔
が待っています !!

Youth
Activities

聖句の解説　私たちはこの世では小さな存在です。また自分の将来を見通すことはなかなか出来ません。
　しかし、神様は一人一人に可能性を持たせてくださり、そして大きく育つことを約束してくださっています。
　誰にでも大きな可能性があり、そのことはなかなか目に見えないし、気づかないことも多いのではないでしょうか。
　わたしたちだれにでも可能性があることを心にとめ、日々の生活を送りたいと思います。

クラブは魅力的な人たちの集合体
―笑顔で握手、一歩前へ進みましょう―

京都部部長　　桂　　　厚　子
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京都部部長公式訪問
YMCAサービス事業委員　石　村　吉　宏

　桂厚子京都部部長、小林千春 EMC 主査、中原茂ファンド主
査、立山隆一京都部会実行委員長をお迎えして例会が始まりま
した。
　仁科さんに西日本区より行政監事、JWF 管理委員長、奈良
傳賞資格審査委員長の委嘱状の伝達がありました。
　立山部会実行委員長より、部会の懇親会において各クラブ独
自の活動を紹介する場を持つので、大いにキャピタルクラブを
アピールして頂きたいと話されました。
　食事の後、中原ファンド主査から、ファンドと言えばついつ
い物品の販売を思い浮かべますが、JWF、FF、BF が本来のファ
ンドであると話されました。小林 EMC 主査は京都部 600 名の
目標を引継ぎ、会員増強に努めたい。その為には、個人だけで
はなく、クラブ全体で例会に来られた方のおもてなしが必要と
話されました。
　桂部長は、部長を受けるにあたって、会長の時の素晴らしい
思い出があったから、部長を拝命するきっかけになった事、京
都部 600 名を目指す
事、ワイズメンが近
づき、握手をし、顔
を見合わせ笑顔にな
る事の素晴らしさを
話されました。
　我がクラブの八木
広報事業主査が最後
に、ワイズデーのバリ
アフリーコンサート
の予定を話しました。

キックオフ例会
YMCAサービス事業委員　田　中　升　啓

　７月からいよいよ金原会長期が始ま
りました。山口前会長と金原会長のお
二人のお顔を見ると、山口前会長は何
かスッキリと清々しい顔をされており、
また金原会長は気の引き締まった顔を
されているように見えました。これが会
長を終わられた後と、これから始まる
ところの表情の違いなのかと勝手に思
いました。そんな中、初めての会長挨拶もさすが金原会長、堂々
として何か風格を感じさせるぐらい落ち着いた雰囲気がありま
した。また各事業委員長も例年のごとくしっかりと計画を立て
られており、その後の総会も無事に終わり、メンバーの皆さん
も今期の一大イベントであります 30 周年記念例会に向けて気
分が盛り上がってきたのではないでしょうか。例年通りの事業

に合わせて、
30 周年例会に
向けての活動
もこれから活
発になってき
ますが、思い
出深い良い 30
周年になるよ
うに、金原会
長を中心に全
員 で「Bind!」
して楽しみま
しょー！

美しい祇園祭をつくる会に参加
地域奉仕・環境事業委員　西　川　欽　一

　東稜クラブの呼びかけで、今年も「美しい祇園祭をつくる会」
に我がキャピタルクラブから８名のメンバーとコメット２名が
参加しました。キャピタルクラブがこの活動に協力するのは３
年目で、今年は、７月 15 日（月・祝）19 時より、烏丸綾小路角に
おいて、例年どおりゴミの分別収集の協力を行いました。毎年
この活動に参加して、若い人たちが礼儀正しく、ゴミの分別収
集に対する意識が高いことに感心させられます。そして、祇園
祭宵々山の人ごみの中、暑かったけど、ゴミを捨てに来る若者
たちの「ありがとう」の声に少し爽やかな気分になれました。

参加者　石倉、金原、瀬本、田中（雅）、西川、西村、藤田・
コメット２名、八木　８名

椿森さん・藤田さん歓迎会
直前EMC事業委員長　吉　井　崇　人

　７月 11 日（木）に三条木屋町　浜町で新入会員お二人の歓迎
会を行う事が出来ました。
　期をまたいでしまったことが本当に申し訳ない気持ちで一杯
で不安でしたが、お声掛けをするとなんとなんとの 28 名の参
加！椿森さんのスポンサー田中升啓さんがお休みでしたが、全
く気にされておられませんでした。
　お二人の盛大な歓迎会で直前期の EMC 事業委員会を閉める
事が出来ました。ありがとうございました。
　新入会員のお二人と席が離れておりましたので、私なりに気

になって、ちょく
ちょく横目で見て
いると笑顔が多く
見受けられたので
多分楽しんで頂け
たと思っておりま
す。
　そこで、お二人
の歓迎会は◎！　
目標４名のところ

結果２名でおまけの○！　平均をとって直前期の EMC 委員会
は☆３つ！という事にしておきます（自己採点です）。
　特に委員の皆様には、両足骨折しているような委員長でした
ので支えて頂き前に進む事が大変重かったと思います。なんと
か元気に無事にゴールをさせて頂きました。
　本当に一年間良く支えて頂きありがとうございました。

7月第一例会 2013年7月2日（火）　19:00～21:00
ウェスティン都ホテル京都 7月第二例会 2013年7月16日（火）　19:00～21:00

ウェスティン都ホテル京都

第16回西日本区大会で表彰された事業委員長へ
山口直前会長から表彰状伝達 左から小林・桂・金原・中原・立山さん
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トレッキング
志　田　育　夫

　私の今もっとも楽しんでいる事は、トレッキングです。
　今年８月で還暦になる私にとって、一番気になるのは健康でい
る事。健康な体を維持するのになにか良い方法はないかと考えた
ときトレッキングを思いつきました。
　元々歩くことが好きだったこともあり、７月に屋久島トレッキ
ングツアーに行ってきました。荒川登山口から縄文杉まで距離に
して 10.7㎞、高低差 680 ｍを往復 11時間かけてのトレッキング、
最初はなだらかなトロッコ道も、大株歩道入口からは、本格的な
山道となり、日頃の運動不足もあり登りの傾斜に足を取られる事
もありましたが、昼休憩をはさみ午後１時に念願の縄文杉を見る
ことができました。午後５時に元の荒川登山口に戻って来たとき
には、心地よい疲労感があり、大汗をかいて何か体が軽くなった
気分でした。聞けば屋久島には他にもトレッキングするのに良い
所が沢山あり、当分屋久島トレッキングにはまりそうです。

釣　　　り
竹　田　博　和

　元来飽き性である私が長きにわたり継続し、また今一番楽しん
でいることはやはり釣りでしょか。
　小学生の頃に叔父に連れられ鮒を釣りに行ったのが始まりで、
その後中休みを挟み娘の友達の父兄に誘われ船釣りへ。そこですっ
ぽりはまってしまいました。遊漁船に通うこと約５年。最初は釣
りを楽しみ、釣った魚を食することを楽しみとしていたのですが、
そのうちに自分でやりたいという欲望がふつふつと湧きだし、現
在に至っております。
　手前船頭歴 13年となりますが、腕前のほうは今ひとつ。海釣り
の万能餌といわれるオキアミで手が荒れ、お天道様を浴びると汗
疹のような湿疹ができるという船頭にあるまじき体質が判明。現
在は餌いらず、お月様とお友達の夜のイカ釣りに励んでおります。
夜遊びじゃないよ、念のため。

今、同窓会を楽しんでいることと、
幼いときからの絆

村　田　深砂子
　今年の正月、突如思いついて 34年ぶりに小学校の同窓会をいた
しました。30数名が集まり（学校が小さいので……）本当に懐かし
い顔を見て終始話し込み数時間があっという間に過ぎました。
　その時参加できなかった先生の一人が、どうしても同窓会をも
う一度開催してほしいと半年後、開催しました。九州、東京、東
北などに住んでいる人もこの日のためだけに戻ってきます。小学
校の友人同士は利害関係もなく、当然恋愛関係もありません。
　幼い気持ちのまま、当時のあだ名で呼び合っていつまでも話が
尽きない一時を過ごすことができます（現実逃避でしょうか?）。
　歳を重ねていくのは自然のなりゆきですが 30年以上の月日が瞬
く間に戻る繋がり、笑い食べ飲みながら元気の湧き出るときを過
ごすことができる。お金では得られない宝物「絆」だと思いました。
そして次いつする ?と……。
　近頃、耳を疑うような恐ろしい事件が起こります。私たちの時
代と何かが違うのでしょうか。ね。

出張の時、観光施設に立ち寄る事
森　　　常　夫

　仕事で出張の時は土日を重ねて必ず最寄の観光施設に立ち寄る
事を一番楽しみにしています。
　百名山に挑戦する時は友人と行く事が多いですが、簡単に登れ
る山は仕事と重ねて出掛けています。自分の足の具合が悪い間に
友人は残り８名山になっています。足の具合は良くなりません。
せめて各地の有名地を訪ねて楽しんでいます。四国、北海道以外
はこまめに尋ねています。
　先月も黒部、糸魚川、苗場、三保の松原等を尋ねて来ました。
今月は秩父の三峰神社や大菩薩峠へ出掛けたいと考えています。
その地のお客さんを調べておく必要があります。
　車も３年で８万キロを越えました。事故の無いよう家内に言わ
れています。
　十分注意をして尋ねて行くことを続けたいと思います。

第１回メネット懇親会＆
びわ湖ちょこっとウォーク

メネット会長　石　倉　博　子
　７月 20 日（土）金原会長をはじめ 20 名のご参加を頂きメネッ
ト懇親会を開催いたしました。浜大津駅に集合し、ちょこっと
ウォークの名のもと浜大津港大噴水の横を通り、県内在住の小
学生が宿泊訓練をする学習船「うみのこ」を目の前にして ｢滋
賀の子は良いねぇ｣ との感想や、釣りをしている方のバケツを
覗き込んだりしながら 10 分ほどで琵琶湖ホテルに到着。ホテ
ル直行の皆さまと合流し、「ダイニング菜」において、県内産
野菜の美味しいお料理を堪能いたしました。
　それぞれの近況などお話に花が咲き、和やかな会となりまし
た。これも金原会長をはじめ、ご参加くださったメン、メネッ
トの皆さまのお蔭と感謝いたしております。
　それと、メネットファンドの山椒味噌の販売もさせていただ
きました。購入申込を頂いたメンの方々には後日お渡しさせて
いただきます。重ね重ねメネット会へのご協力にお礼申し上げ

ます。ありがとうございました。
　PS．金原会長よりメネットにおみやげもいただきました。
　参加者　メン　五十嵐、石倉、内廣、金原、田中（雅）

メネット　石倉、内廣、岡本、勝山、香山、菅原、田中（淳）、
仁科、正子・ダルマパーラン、八木、柳、山口（重）、山
口（弘）、山田（と）、山田（ま）

今　最も楽しんでいる事！
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第１回サバエ教育キャンプ場開設準備ワーク
―　20年ぶり位のサバエキャンプ場ワーク　―

６月30日（日）
地域奉仕・環境委員　仁　科　保　雄

　サバエワーク、懐かしいですね。私達の年代は毎年、日本海
丹後久美浜の YMCA キャンプ場を一泊で開設と併設に懸命に
ワークをした事を思い出します。このワークも知っているメン
バーも今では数人でしょう。若いメンバーのキャピタルクラブ
もサバエワークに参加するようになりましたが、最近は多くの
事業が予定されています。

　６月30日サバエワー
クが新年度第一回のク
ラブ Y サ事業として金
原弘明新会長のもとス
タートいたしました。
　私はサバエワークに
は 20 年ちかくブラン
クがあり、昔のように
頑張って働いてみよう

と思いましたが、やはり寄る年波には勝てず、石倉コメットが
カエルと戯れ楽しんでいるのを眺めながらの休憩が多くなり、
自分自身さみしいものを感じました。やはり世代交代の若いメ
ンバーの努力と素晴らしい働きで、立派になって行く事が楽し
みとなりました。ワークの跡取りが出来たという思いでしょう
か、ワークというのは終わりがありません。今後のクラブのご
活躍に期待いたしますが、体調や仕事に支障がないよう、十分
に各自が自己責任と判断でご活躍頂きたいと思います。

参加者　五十嵐、石倉・メネット・コメット、大山（孜）、大山医
院スタッフ２名、金原、亀井、神﨑、田中（雅）、仁科・メネット、
八木、柳メネット、山口（雅）、山田（隆）、山田（英）、森（繁）　19名

第２回サバエ教育キャンプ場開設準備ワーク
７月７日（日）

YMCAサービス事業委員長　山　田　隆　之
　金原会長年度の初めの事業として、サバエ教育キャンプ場の
開設準備ワークが行われました。サバエ、リトリートセンター
両キャンプ場で３週連続開催と言うハードな予定で、今回はサ
バエの２回目のワークです。
　前週の第１回は 19 名のメンバーに参加して頂き開催できま
したが、第２回は 10 名の参加者と少しメンバーは減りました
が、前週と同様にマツの木整理・下草刈等、酷暑のなか多くの
作業を行いました。
　今年度、私は 10 年ぶりのＹサ委員長として、メンバーの皆
さんに参加を募る立場でワークに携わっていますが、今回の参
加者も 80％が前回と同じ参加者で、参加してくださるメンバー
と参加して頂けないメンバーの二極化が進んでいるように感じ
ました。
　10 年前とは比較にならないほど増え続けているＹサのプロ
グラム、30 周年の記念の期にメンバー全員で支えていけるよ
うな手段を模索していきたいと思います。

参加者　五十嵐、石倉、石倉メネット、石倉コメット、金原、
倉見、菅原、八木、山田（隆）、山田（英）　10 名

リトセンワーク
７月14日（日）

会　計　長谷川　幸　昌
　２歳半の娘と二人でリトセ
ン夏の準備ワークに参加しま
した。京都部のクラブが参加
する大所帯のワーク。キャピ
タルクラブの担当は昼食のカ
レー作り、駐車場フェンスの
補修、食堂周りのデッキの補
修と草刈と盛りだくさん。子
連は安全な場所でのお手伝
い。食堂の床を掃除して机と
座布団を並べる簡単なワー
ク。
　面白かったのが最年長の岡
本さんと最年少のうちの娘が
同じように雑巾をもって床を
掃除する一コマ。娘も大人と
同じ作業をすることで、自分

が認められたと思ったようで調子にのって積極的に手伝おう
としていきます。実質は
ワークの邪魔になってる
ことがほとんどですが、
こうして積極的にワーク
に参加してそのうち戦力
となってくれればと思い
ますので皆様ご容赦を。
張り切りすぎた娘の電池
が切れてきたので一足先
に失礼したのですが、そ
の後の夕立にもかかわら
ず非常に多くのワークを
完了したとのこと。キャ
ピタルクラブのパワーと
素晴らしさを再確認でき
たワークでした。

参加者　五十嵐、石倉・メネット・コメット、石村、大山（謙）、
岡本・メネット、金原、香山・メネット、神﨑、菅原・メネッ
ト、瀬本、田中（雅）、田中（升）、椿森、西川、西村、長谷川・
コメット、藤田、森（繁）、柳・メネット、山口（雅）・メネット、
山口（恵）、山田（隆）・メネット、山田（英）・メネット　33名

136食分の昼食のカレーを作った
メネットと女性メンバー

１年前の土砂災害で敷地が一部陥没して危険なのでフェンス張り。
その前で全員集合

食堂の屋根清掃と周辺の草刈り

食堂バルコニーの改修
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フ ァ ン ド
ファンド事業委員長　石　倉　　　尚

　７月８日（月）　京都 YMCA で京都部ファンド事業懇談会が
開催され、金原会長と私が参加してきました。西日本区での

ファンド事業について長壽和
やす

子
こ

ファンド事業主任よりご説明が
あり、その後質疑の時間がもたれました。さすが京都部の各ク
ラブの代表、すばらしい質問攻めです。長壽主任も答えるのに
大変だったように伺われました。船木直前京都部長の助け舟も
あり、後日文章で回答することとなり宿題を持って帰ることで
無事終了しました。
　今期最初の主任活動とのこと、京都部が最初でよかったので
はないでしょうか？ここで確認すれば、これからどの部へ行か
れても自信を持ってお話されるのではないでしょうか。
　京都部の他のクラブのファンドについてもいろいろと聞くこ
とが出来、とても有意義なファンド事業懇談会になりました。
中原ファンド事業主査、ありがとうございました。さぁ、これ
から一年間ファンド一色で頑張ります。

メ ネ ッ ト
山　田　とも子

　７月 13 日（土）　ハートンホテル京都で、京都部メネット懇
談と懇親の集いが 34 名の参加で行われました。
　メネットソングを合唱し、京都部　桂厚子部長のビデオ挨拶
が流れたのですが、残念ながら音量が上がらず中原京都部事務
局長に代読いただきました。
　柳早知子メネット事業主査より今年の西日本区・京都部メ
ネット事業主任
方針の話を聞き
ました。その後
懇親会では濱登
久弁当を目と味
で楽しませてい
ただき、おしゃ
べりに拍車がか
かりました。
　参加者　石倉、香山、菅原、仁科、正子・ダルマパーラン、柳、
　　山田（と）

広　　　報
広報・ブリテン事業委員長　山　口　　　恵

　７月 19 日（金）　モリタ屋木屋町店にて京都部広報事業懇談会
が開催され、金原会長と一緒に参加させていただきました。
　桂部長、加藤主任とご挨拶が続き、そして我らがキャピタル
の星 ?!　八木主査が事業主査活動方針を熱く語られました。
　主に、ワイズメンズクラブの素晴らしい活動をどんどん外へ
と発信していきましょう！との内容で、11 月４日京都テルサ

で行われます「2013 ワイズデー　京都バリアフリーコンサー
ト」のお話しをされました。京都ワイズメンズクラブにしかで
きない文化的なこと !!　を考えてバリアフリーコンサートの開
催を決められたそうです。
　各クラブでの広報活動もさまざまで、ブリテン、ホームペー
ジ、Facebook と色々な形で広報をされています。
　私自身も沢山の方とお話をさせていただき、今期広報・ブリ
テン委員長として何か新しいアイデアを出していこうと決意を
新たにしました。
　理事最優秀賞を目指します (*^^)v

Ｅ　Ｍ　Ｃ
EMC事業委員長　大　門　和　彦

　７月 26 日（金）　EMC 懇談会がメルパルク京都で開催されま
した。桂京都部部長の挨拶で始まり、今回の開催趣旨説明へと
……。酒席とはいえ真剣に“京都部 600 名体制”への取組みを
されていることが理解できました。近年飛躍的にメンバー増強
をされているトップスクラブの事例発表もあり、クラブ全体で

“おもてなし”の心でゲストをお迎えする姿勢は非常に参考に
なりました。例会以外での懇親会も頻繁に行われ、メンバー間
のコミュニケーションが取れていることを実感できました。
　また、各クラブのメンバー増強への取組みも発表され、中に
は、入会者有無に関係なく毎月、オリエンテーションを開催し、
ワイズへの理解を深める機会を作っているクラブもありまし
た。「メンバー増強」は各クラブにとって、一番の“カンフル剤”
になる事は間違いなさそうだ！

地域奉仕・環境
地域奉仕・環境事業委員長　瀬　本　純　夫

　７月 29 日（月）　三条 YMCA にて今期の京都部の地域奉仕
環境事業委員会懇談会が開催されました。京都部のほぼ全クラ
ブより 40 名の会長、委員長が参加。京都部の役員に加え、事
業主任の生雲様を迎えてスタートしました。主任の主題である

『互いを知って共に進もう』に沿うような形で、各クラブの CS
事業の紹介がされていきました。それぞれが特徴持った形で
色々な支援先に支援をなされている様子を知ることが出来まし
た。クラブ設立当初から継続されている事業、周年等を機に新
たに始められた新しい事業等、それぞれクラブの思いが詰まっ
た内容を聞かせていただきました。これまで他クラブがどのよ
うな事業をされているかを知る機会はほとんどなかったように
思います。他クラブのことを知ることにより、キャピタルクラ
ブの事業の運営の参考になればと思いました。また、各種献金
についても、内容を理解していただき、献金ゼロのクラブをな
くしたいことの報告、CS 資金については有意義な事業につい
てはどんどん申請して下さいとのお話もありました。最後は、
場所を変え親睦を深めつつ、お開きとなりました。

京都部各事業懇談会報告京都部各事業懇談会報告
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編集後記
　サバエ、リトセンとワーク大活躍 !!　また、各懇
談会の様子が掲載されました。皆様ご覧になって
いただき、有難うございます。
　まだまだ、熱い 30 周年を楽しみましょう。

広報・ブリテン委員長　山口　　恵

〈西日本区・京都部報告〉　
仁科さん　西日本区奈良傳賞資格審査委員会　委員選任の件
／第１回　京都部評議会報告／９月27日（金）　交流懇談会

〈YMCA報告〉　
６月30日（日）・７月７日（日）　サバエ開設ワーク／７月14日

（日）　リトセン準備ワーク（昼食担当・フェンスワーク）
〈三役会報告〉　

年間スケジュール変更に関して（８月第１例会→８月６日
（火）、CATT例会５月14日（水）に決定）／京都部会、京都部合同
メネット会登録の件、京都部会資料等提出の件／東稜クラブ
より祇園祭ゴミ箱入替・ゴミ拾い協力の案内、プリンスクラ
ブよりスイカファンドの案内

〈各事業委員会報告・事業計画案報告〉
・YMCAサービス・ユース事業委員会　Ｙサ・ユース献金を

７月第１例会で集める。／サバエ・リトセンワークの作業
内容について確認。
・地域奉仕・環境事業委員会　「美しい祇園祭をつくる会」

について確認。／チャリティボウリング予算について確認。
／ふれあい広場について確認。
・ドライバー事業委員会　８月例会の内容について確認。
・交流事業委員会　DBC・IBC について確認。
・ファンド事業委員会　毎月第２火曜開催の合同委員会につ

いて確認。／宝くじファンドについて確認。
・広報・ブリテン事業委員会　メンバーコラムテーマを決定。

／ブリテン７月号・８月号の骨子を確認。
・EMC事業委員会　新入会員促進にむけてグループ分けの

確認。
・メネット会　事業計画案等について確認。

〈西日本区・京都部報告〉　７月８日（月）　ファンド事業懇談
会　石倉ファンド委員長、金原会長出席／７月13日（土）　メ
ネット事業懇談会　香山慶子、菅原由利子、仁科節子、正子・
ダルマパーラン、山田とも子、柳早知子、石倉博子　メネッ
ト（敬称略）計７名出席／７月19日（金）　広報事業懇談会　
八木広報事業主査、山口恵広報・ブリテン委員長、金原会長
出席／７月26日（金）　EMC 事業懇談会、７月29日（月）　地
域奉仕・環境事業懇談会（９月27日（金）　交流事業懇談会）

〈YMCA 報告〉　夜桜フェスタ日程決定の件　2014年４月20日
（日）／青い空と白い雲のキャンプ T シャツ販売の件
〈三役会報告〉　例会へのメンバーゲスト参加時のルールに関し

て／ CD プレイヤー購入の件／日本 YMCA 人物事典の件
〈各事業委員会報告〉
・YMCAサービス・ユース事業委員会　Ｙサ・ユース献金の

送金を報告。／サバエ・リトセンワークについて報告。
・地域奉仕・環境事業委員会　「美しい祇園祭をつくる会」に

ついて報告。／「ふれあい広場」について確認。
・ドライバー事業委員会　８月及び９月例会の内容について

確認。
・交流事業委員会　DBC・IBC について確認。／アジア地域

大会について確認。
・ファンド事業委員会　ジャガイモファンド日程及び今後の

各種ファンドについて確認。／ファンド履歴について確認。
・広報・ブリテン事業委員会　ブリテン８月号・９月号の骨

子を確認。
・EMC事業委員会　新入会員促進にむけてメンバーゲスト

候補者カードならびに入会候補者リストの確認。
・メネット会　「第 1 回メネット懇親会」（20 名参加）につい

て報告。
・ 30 周年記念委員会　椿森さん（＝例会委員会）・藤田さん
（＝アクト委員会）配属について報告。／進捗状況について
報告。

〈審議事項〉　新 CD プレイヤー購入の件 承認
但し、まずメンバーに寄贈を呼び掛ける。その有無を確認の
後、見積りを取る。

〈その他〉　
第２回三役会　８月22日（木）　於：未定
第２回役員会　８月27日（火）

於：ウェスティン都ホテル京都　平安の間

メ　　ン　西村　融正　８月26日　　志田　育夫　８月30日
メネット　橋本佐恵子　８月18日　　石村しのぶ　８月28日
コメット　椿森奈津美　８月４日　　幡南　慶汰　８月10日
　　　　　山田　大輔　８月26日

田中　升啓・佳津子　ご夫妻　８月１日
藤田　浩史・裕美　　ご夫妻　８月８日
岡本　尚男・都　　　ご夫妻　８月28日

われら　また　こぞりて　起たん
―日本YMCA人物事典―

　今年は同盟結成110周年を迎えます。人物事典には
日本全国のYMCAを支え、導いた約400名の方々の
履歴と人生がつづられています。YMCA理解を深める
一助になればと願っています。
　Ａ５版350頁　予約特価1,600円（予価2,000円）
　発行　日本YMCA同盟　　編集　YMCA史学会
　お申込みは、神﨑総主事まで。

〈審議事項〉　
椿森さん・藤田さん委員会配属の件 承認
各事業委員会事業計画書承認の件 承認
年間スケジュール案承認の件 承認
予算案承認の件 承認

〈その他〉　
第１回三役会　７月18日（木）〈毎月第３木曜〉　於：天
キックオフ例会　７月第１例会　総会　７月２日（火）

於：ウェスティン都ホテル京都　稔りの間
第１回役員会　７月23日（火）

於：ウェスティン都ホテル京都　平安の間

訃　　　報
東京サンライズクラブ　島田　茂　日本 YMCA同盟総主事
のご母堂が、７月23日にご逝去されました。
慎んで、ご冥福をお祈り申し上げます。

2013年7月23日（火）19:00～21:00
ウェスティン都ホテル京都　平安の間

第１回　役員会議事録

HAPPY BIRTHDAY

HAPPY ANNIVERSARY

2013年6月25日（木）19:00～21:20
ウェスティン都ホテル京都　平安の間

第3回　次期役員会議事録


