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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）

8
在籍者数　　41名
第一例会　　39名
第二例会　　34名
出 席 率　　97.6%

切　　手　　1,285g
現金累計　　　　0円
切手累計　　1,285g
ＢＦ献金　　　　0円
EF・JWF　10,000円

第一例会　38,000円
第二例会　10,000円
累　　計　73,000円

東日本大震災復興募金
第一例会　　　　0円
第二例会　　2,363円
累　　計　　8,876円

カラオケ　31,479円
合同委員会　　7,040円
累　　計　44,119円

献　　血　　400cc
成　　分　　　1名
累　　計　　400cc
成分累計　　　1名

第一例会　　　　0円
第二例会　　3,524円
今期累計　　10,276円
累　　計　602,012円

メネット、コメットを誘って例会を持ちましょう！　笑顔も広がり、クラブに
活気が出てくるはずです！ 　　　　谷本久美子メネット事業主任（東広島クラブ）９月

2013.  ９.  １　発行
第33巻　第３号

通巻362号

2013　9

『どんな召し使いも二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、
一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなたがたは、神と富とに仕えるこ
とはできない。』  　ルカによる福音書　16 章 13 節

　今期、金原会長よりお話を頂きメネッ
ト会長をさせて頂きます石倉博子です。
一年間どうぞ宜しくお願い申し上げます。
　メネット会長としての最初の仕事は事
業方針、事業計画を立てる事でした。そ
れは、「メネット同士の交流を深めながら
ワイズメンズクラブ国内外の活動を支援
すると共に、独自の事業を計画し実施す

る。」です。
　まず初めのリトセンワークカレー作りが、まさしくそうでし
た。６／ 30・７／７とサバエワークに参加し昼食にリーダー
さんが作られたカレーをご馳走になりました。前日から煮込ま
れたという３種類のカレーは、とても美味しく感心いたしまし
た。そして、昼食を頂きながらキャピタルのカレーをどの様に
したら、より良いものになるのか思いをめぐらし考えに考えま

した。それは、特に暑い日中にワークをされるメンの方々にリ
ラックスをして昼食を召し上がって頂きたいと強く思っていた
からです。カレーの味はもちろんの事、食堂の雰囲気、そして、
冷たく氷いっぱいのお茶を……とカレー作りに挑みました。
　その結果、9升のご飯、２つの大きな寸胴鍋が空っぽになり、
これもご協力を頂いたメン、メネットの皆様のお蔭と心よりお
礼申し上げます。
　このワークを終え、ホッとしたと同時に「どうしたらより良
いものが作れるか」「どうしたら相手に喜んでいただけるか」
と探求して良かった！と思っております。
　続いての７／ 20「琵琶湖ちょこっとウォークと懇親会、手
作り山椒味噌のメネットファンドの実施」も無事に終えること
ができました。11 ／５にはメネット例会「スーパーキッズオー
ケストラメンバーによるカルテット演奏会」12 ／ 22「メネッ
ト手作りパウンドケーキファンドの実施」と続きます。そして、
今期メネット主査輩出への全面協力もメネット会長としての仕
事です。
　今挙げました事業を成功させるべく今期一年間キャピタルメ
ネット会長として、心を込めて、大事に、大切に、取り組んで
いこうと決意しております。どうぞよろしくお願いいたします。

Menettes

聖句の解説　私たちの身の回りには、心・興味を引くものが沢山あります。子どもにとっては、それは玩具だったり遊びだっ
たりするでしょうし、長ずるにつれ、友情であったり名誉であったり、あるいは恋人の心や誰かの想いであったりします。
さまざまな価値が私たちの周りにはある、ということができるでしょう。
　あれも欲しい、これも欲しい、しかしイエスは、「あなたがたは、神と富とに仕えることはできない」と明言します。富とは、
この世の中にあるさまざまな価値を表現する言葉です。そして、仕えるとは、まさにそれを「第一のものとする」というこ
とに他なりません。神様を第一のものとしなさい、とイエスは語ります。しかし、この世俗の中に生きる私たちに、「他の価
値を捨てて」ではなく、「それを用いて」神様を証ししなさいとおっしゃるのです。
　私たちの生き方を、もう一度見つめながらこの言葉をかみしめたいものです。

心を込めて、大事に、大切に
メネット会長　　石　倉　博　子
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色で変わる、心と身体のお話

橋　本　眞　一
　今期も４回目を迎え、すっかり板
に付いた金原会長の挨拶で８月第二
例会がスタートしました。本日は今
期初めての講師をお招きしての例会
です。「色で変わる、心と身体のお
話」というテーマで、講師は松井さ
んの筑波大学の先輩、小山きくこ様
です。とても高二・中三姉妹のお母
さんとは思えない若さを保ち、長身
で背筋の伸びた美魔女です。好きな

色と似合う色とは違うという観点から、先ず自分の似合う色を
知り、その色で訴えることにより相手に与える印象が変わるの
で、ネクタイ等の色をうまく使うことにより、その人らしさを
印象付けることが出来るというお話です。また、心と身体のメ
ンタルトレーニングという角度から、プレッシャーとか緊張か
らの対処方法、さらに身体のバランスを保つ姿勢調整なども説
明され、大変有意義な時間となりました。平和や優しさを示す
色だというピンクのシャツかネクタイを着用し来春の 30 周年
記念例会に臨んでみては如何でしょうか。

６名のメンバーゲストが参加した納涼例会

EMC委員長　大　門　和　彦
　「美しい会場」「素晴らしい庭園」。メンバーの発する声は弾
んでいた。ここ「東山　庭」は最近建築されたお洒落な建物と
なっていた。普段は結婚式やパーティー等で利用される会場だ
ろう。その場所で８月６日、メンバーゲスト６名を迎えて納涼
例会が開催された。
　金原会長が掲げる今期増員目標と同じゲスト参加者は、“金
原丸”の船出としては上々の滑り出しである。大いに期待した
い。
　例会では、これまた、お洒落なイタリアン？と、お酒。自然
と話も盛り上がり“委員会対抗ゲーム”へと進む。吉井ドラ
イバー委員長の饒舌な司会進行で単純なゲームが、非常に面白
いゲームとなり各委員会が真剣に考え回答する場面もあったほ
ど。予定時間を大幅に過ぎて閉会となった納涼例会は近年にな
い盛り上がりをみせた。
メンバーゲスト：餐場公治様、川島章弘様、青山悦大様、
西田利典様、平井彰人様、渡辺博子様（計６名）

＊「東山　庭」の素晴らしい庭園は当クラブメンバー山田隆之様が創
作されたものだった。

が、「30 周年」というキーワー
ドを通して、このように様々
な経験と学びを得られる１年
であることを願っています。

　交流委員長　倉　見　直　樹
　丸２日のマニラ滞在であっ
たが、今までのどの旅よりも「感
じること」が多い旅であった。
　最も感じたのは「差」であっ
た。日本でも「差」はある。フィ
リピンでのそれは比較になら
ない。２日目、フィリピンの
上流階層から下流階層までガ

イドさんに案内してもらった。
　「こんなんで生きていけんの？」と感じた数時間後には「こ
こまでせんでもいいやん」と感じていた。日本人の感覚からす
ると、住む所もままならない、明日の食べ物があるかどうかも
分からない生活しかできない人は「不幸」だ。けど、彼らから
「不幸」さは感じられなかった。自分も含めた今の日本人には
ない「強さ」を彼らから感じた。子供たちが元気で純粋に楽し
く遊んでいる姿を見たからだ。日本での「基準」は世界には通
用しない。その「基準」で判断すること自体、彼らにとって失
礼なのかもしれない。日本に生まれてよかった、と感じたこと
も事実だ。どの旅よりも「感じること」の多い旅であった。

竹　田　博　和
　むせかえるような排気ガスの臭い。薄汚れた町並み。それが
私が持ったマニラの第一印象である。
　知識として貧富の差が激しいことは事前にわかってはいた

会　長　金　原　弘　明
　８月２日～４日フィリピン・
マニラで開催されたアジア地域
大会に参加してきました。今回
参加の大きな目的の一つは、当
然、30 周年記念事業の一つの
柱である IBC 締結に向けての
候補クラブ視察です。
　大会の様子やフィリピンでの
出来事、また、候補クラブの印
象を含めた IBC 締結への動き
に関しては、他のメンバーの原
稿にお任せするとして……
　私はこの 30 周年を迎えるに
あたって、クラブ設立時の諸先輩方が行われてきた様々な事業
への敬意と憧れをもって、記念事業の一つに IBC・DBC の締
結を掲げました。私はこの３日間の訪比で、その思いを少しだ
け叶えられた気がしています。もし、IBC締結の動きをとらな
ければ、私を含め、８名という人数がアジア地域大会に参加す
ることは恐らくなかったと思います。更に言えば、この８名の
多くは一生フィリピンという国を訪れることもなかったかもし
れません。その８名は、今回の訪比で異国の文化に触れ、異国
の方と交流をすることで、各人が様々な思いを持ったことと思
います。これこそが、国際組織であるワイズメンズクラブのメ
ンバーであることの醍醐味の一つではないでしょうか。
　私自身は、今回の訪比でボランティアクラブのあり方を考え
させられましたし、異国の文化に触れ、逆に日本の良さも再認
識しました。クラブとしても、今まで殆どのメンバーが知らな
かったIBCクラブ締結のプロセスを０から学んで行っています。
　IBC 締結に関してはどのような結果になるかは解りません

8月第一例会 2013年8月6日（火）　19:00～21:00
東山　庭 8月第二例会 2013年8月20日（火）　19:00～21:00

ウェスティン都ホテル京都

第25回アジア地域大会　８月２日（金）～４日（日）
フィリピン・マニラ

前列左から石田直前交流主任、上村交流主任、４人目高瀬理事と
RAHAクラブ、キャピタルクラブ参加者

似合う色のモデルで
ご機嫌の金原会長
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が、現実を目の当たりにし、いかに自分の目で確かめることが
大切なのかがわかった。激しいスコールの中、スラムの子供達
が道路に溜まった泥水の中で、活き活きと遊んでいる姿。一方、
住宅地全体が警備員のいるゲートで守られている住宅街。この
現実を見たとき、もう少しこの国のことを知りたいと思った。
　おっと、国際大会。締結を模索中のラハクラブが設立された
報告等、プアーな英語力で参加して参りました。

副会長　田　中　雅　博
　①アジア地域大会参加、②ラハクラブとの初顔合わせ、③マ
ニラ市内視察という３つの目的をもった２泊３日のマニラ旅
行。初日に①と②を、２日目に③を実現し、最終日は皆さんへ
の感謝の挨拶を済ませ急ぎ関空へ戻った、そんな慌ただしい旅
でした。事前準備は不完全な状態でしたが目的は十分に達成す
ることが出来て、とても有意義な３日間となりました。そして
初めて接したマニラの凄さに圧倒されっぱなしの３日間でもあ
りました。
　今回で４回目のアジア地域大会。いつも物見遊山の参加です
が、今回はお役目とは言え少し緊張しながらの旅でした。疲れ
ました……。これからのことはこれからじっくり考えたいと思
います。

直前会長　山　口　雅　也
　８月２日～４日の３日間、フィリピンマニラへ行ってきまし
た。今回は新 IBC 候補の「ラハフィリピンクラブ」との初顔
合わせとアジア地域大会参加、そしてフィリピンの視察が目的
でした。一日目の夜にラハクラブとミーティングを持ち、その
後彼らが地域奉仕活動として運営しているレスキュー基地（消
防と救急）を見学しました。あまり例を見ない特化した地域奉
仕活動に驚くとともに、それもお国柄が反映していることをお
話を聞くうちに理解しました。アジア地域大会には在京のワイ
ズメンも割とたくさん参加されており、東京クラブのメンバー
ともご一緒できてとても楽しかったです。２日目はフィリピン
の生活や街を最下層から最上層まで見学して、少なからずカル
チャーショックを受け、とても刺激的な時間を過ごすことがで
きたと思います。今回の海外の旅に参加して思ったのは、「外
へ出ていくことの大切さ」です。いい経験をさせていただいた
と感謝申し上げます。

森　　　繁　樹
　10 数年ぶりの海外で、８月２日～８月４日の２泊３日でワ
イズ歴８年目で、初めてのアジア地域大会でフィリピンのマニ
ラに行ってきました。２日６時 22 分発のはるかに乗り京都を
旅立ちました。機内は空席もあり快適、料理も昔に比べると美
味しく、３時間程で疲れも感じずマニラに到着しました。マニ
ラは、夏季と雨季しかなく雨季で、夕方頃に大雨が降るとのこ
とでした。
　２日目は、現地ガイドと交渉してワゴン車での市内観光、E
階級からA階級の住宅を案内してもらい、ツアーでは回らな
いところに行ってきました。お昼は高級中華、夜はスペイン料
理を堪能しました。超充実の１日でした。
　３日目は、最終のセレモニー、ほとんど英語で理解出来ず、
雰囲気を味わいました。２年後、日本の京都でアジア地域大会
が開催されることだけが分かりました。
　参加者全員、ケガもなくお腹も壊さないで帰国することがで
きました。感謝。

幡　南　　　進
　先ずは圧倒されました。RAHAクラブの皆さんのエネルギー
に。目的を持って少しの迷いもなく全員一致で活動されていま
す。私が創業当時に情熱的な思いを持っていた時のことを思い
起こしてしまったくらいです。
　今回、初めてのアジア地域大会で、とても楽しみにしていま
した。開催国の治安状況を考えますと不安も多少ありましたが、

私は 30 周年で IBC の締結式をするのなら、是非事前にお会い
したいという思いで皆様に同行しました。
　RAHAクラブの皆様が、キャピタルクラブの活動を理解し
て頂き同じ方向を向いて行ければ、これほど良い事は無いと
思っています。素敵な３日間でした。

YMCAサービス委員長　山　田　隆　之
　2013 年８月２日から４日までの３日間フィリピンマニラに
於いてアジア地域大会が開催されました。
　このプログラムの中でキャピタルクラブは新しく IBC を締
結するため、フィリピンラハクラブと初めてミーティングを持
ちました。同じ国際憲法とガイドラインで成立しているクラブ
とは思えないクラブ運営に戸惑うことも多くありますが、「地
域社会への奉仕」に熱心に働く姿勢は大変参考になりました。
　ラハクラブと IBC 締結をするか否かは今後、慎重に議論す
る必要があると思いますが、日本のワイズメンズクラブと同じ
スタンスでクラブの運営を考えると IBC 締結は難しいことを
痛感しました。
　また、初めてフィリピンを訪問して、変えることが許されな
い身分制度や貧困を目の当たりに見て、奉仕の大切さを実感し、
国内では実践が難しい社会奉仕事業を海外に目を向ける重要性
も強く感じました。

大会トピックス
◦岡野泰和さん（大阪土佐堀）がアジア地域会長に就任
◦エルマー・クロウ賞
加藤重雄さん（直前北東部部長（仙台青葉城））
船木順司さん（直前京都部部長（京都トップス））

◦次回（2015年）のアジア地域大会　京都で開催
◦大会参加者数　302名
〈内訳〉　東日本区：56名、西日本区：65名、

台湾区：24名、南東アジア区：10名、
スリランカ区：３名、フィリピン区：86名、
インド地域：５名、韓国地域：22名、
国際議会：31名

ファンド事業委員会　第１回カラオケ大会
８月 23日（金）　プレノタート

菅原さん優勝！

　うれしいの一言です。40 年カラオケを歌い続け、初めて表
彰されました。それもチャンピオン。ファンド委員会の皆様、
大会参加の皆様、有難うございました。
　歌は良いです。歌うのも良し、聞くも良し。次回カラオケ大
会には、老若男女を問わず多勢のキャピタル仲間が集まり、大
いに楽しんで、バインド・絆を深めて行きましょう。

菅原　樅一　
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編集後記
　今年も暑い毎日でしたが、だいぶ落ち着いてき
たような感じもしますね。最近は、落雷、豪雨も
すごいですが。しかし、私たちの暑い熱い 30 周年
はまだまだ続きます！

広報・ブリテン委員長　山口　　恵

〈西日本区・京都部報告〉　８月25日（日）第２回評議会　金原会
長、八木広報主査、柳メネット主査出席／９月１日（日）京都部
合同メネット会（キャンパスプラザ京都）メネット11名　メン
７名　計18名参加予定／９月１日（日）京都部部会（グランヴィ
ア京都）メン32名　メネット７名　計39名参加予定／９月20日
（金）京都バリアフリーコンサート実行委員会／９月27日（金）
交流懇談会　金原会長、柳書記、倉見交流委員長出席予定

〈YMCA報告〉　８月26日（月）オータムフェスタ実行委員会／
９月５日（木）YMCA全国リーダー研修会　交流会実行委員
会／９月８日（日）リトセン秋の準備ワーク

〈三役会報告〉　CDプレーヤー購入の件　ドライバー委員長に
一任し、次月役員会に見積りを提出、審議することとなった。
／日本YMCA人物事典の件　個々にて５冊購入。

〈各事業委員会報告〉
・ YMCA サービス・ユース事業委員会　「YMCA全国リー
ダー研修会」について確認。／「サバエ・リトセンワーク」の
決算について報告。／「秋のリトセンワーク」ならびに「オー
タムフェスタ」について確認。
・地域奉仕・環境事業委員会　「京都部地域奉仕・環境事業
懇談会」の報告ならびに京都部ワイズデー「バリアフリーコ
ンサート」について確認。／「ふれあい広場」について確認。／
「ベテスダまつり」について確認。
・ドライバー事業委員会　８月例会の決算ならびに９月例会
の内容および第二例会会場変更について確認。／上半期の
例会について決定事項を確認。
・交流事業委員会　DBC・IBCについて確認。／「アジア地域
大会」参加について報告。
・ファンド事業委員会　「ジャガイモファンド」及び今後の各
種ファンドについて確認。／「合同オープン委員会」ならび
に「カラオケファンド」決算について報告。／JWF及びファ
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９月号・10月号の骨
子を確認。
・ EMC事業委員会　「京都部 EMC事業懇談会」について報
告。／オリエンテーション開催場所ならびにメンバーゲス
ト参加方法について提案。
・メネット会　「京都部合同メネット会」のお手伝いについて
依頼。
・30周年記念委員会　９月３日「30周年記念（オープン）委員会」
について確認。／30周年のアピールの分担についての確認。

〈その他〉　
第３回三役会　９月19日（木）　於：未定
第３回役員会　９月24日（火）　

於：ウェスティン都ホテル京都　平安の間

メ　　ン　菅原　樅一　９月11日　　長谷川幸昌　９月11日
メネット　山口　弘子　９月16日　　菅原由利子　９月20日
　　　　　山田とも子　９月20日
コメット　山口昂一郎　９月９日　　山田　智也　９月12日
　　　　　石倉　　斉　９月27日
石倉斉さん、26歳のお誕生日おめでとうございます。ブリテンの掲載は 20歳ま
でとなりましたので、掲載は最後となりますがこれからも頑張ってください！

亀井　久照・三千代　ご夫妻　９月15日
吉井　崇人・香月　　ご夫妻　９月17日

キャピタルクラブ
五十嵐　由　紀

　今、最も楽しんでいることは、ずばり“キャピタルクラブ”です！
　今期は入会して４年目となり、初めて役員（書記）をさせて頂く
ことになりました。今までは楽しいばかりのクラブライフでした
が、やはり役員になると、かなり細かいことが気になったり、仕
事中や休日にもパソコン作業をしないといけなかったり、夢の中
でも書記の仕事に追われたり……と８月に入るまでは戸惑ってば
かりでした。
　そんな中でも、親しいメンバーに不安な気持ちを聞いてもらっ
たり、先輩の皆様からの温かい労いの言葉をいただいたり、メネッ
トの皆様との会話の機会も増え、より絆を深めることができ、やっ
とのことで（笑）会長主題の『Bind!』－さあ、みんなで 30周年を楽
しもう！－という気持ちになってきました。
　今までクラブを支えてこられた皆様へ敬意と感謝の気持ちを胸
に、期末まで突っ走りたいと思いますので、今後とも宜しくお願
い致します！ 

息子にはまっている
内　田　雅　彦

　私自身が今もっとも、はまっていることは何にも御座いません。
　でも、大変興味があるのは御座います。何かと言いますとそれ
は息子のことでございます。私の息子はなんて言いましょうか？
ほんの少しだけ、今の若者みたいでは御座いません。私にとって
は大変面白く興味がある存在です。
　彼がまだ子供の頃、百科事典を与えると毎日暇があると百科事
典を見ていました。宿題をしなくても百科事典どこに行ったのか
と探すと百科事典の置いてある本棚の前で読んでいました。それ
が高じて今では社会が好きになり塾で社会科の講師をしておりま
す。
　また小学校４年生ぐらいから本格的に鉄道にはまりそれもまた
「名鉄」、何で？と言うぐらい教えた訳でもなし「京阪」ならまだし
も、時刻表を見て何処でも一人で行くようになりました。小 6の
夏には家族旅行に沖縄に着くなり別行動で 1人沖縄満喫、沖縄ア
ウトレットにて山田（英）さんに会う？
　高校に入ると宝塚歌劇団に興味を持ち、小遣いを貯めては歌劇
を見に行き歌劇場の方達とも顔見知りになるほど通っていたらし
い……
　大学生になる頃には何故か台湾？　高校の卒業旅行に台湾に行
きそれが良かったのか産経新聞社主催の日台青少年スカラシップ
に応募。見事、審査員特別賞を頂き台湾に招待され、それから台
湾に興味を持ち（何で台湾に興味を持ったかは産経新聞見てくだ
さい）、今年の夏もマンゴーを食べに台湾に行っております。
　こんな彼のことがこれからどうなって行くのか、今私が最もは
まっていることです。

家　　族　　？
藤　田　浩　史

　今、何が楽しいですか？　と聞かれたらやはり家族が一番と頭
に浮かびます。
　家族で居る時間がとても貴重に思えます。私の仕事は朝は早い
ですが、通常でしたら 18:00 には家に居ます。それからの時間は
まず、家族全員（６人）でお風呂に入ります。ちなみにお風呂は今
年の初めに皆で入れる大きなお風呂に作り替えました。
　その後もちろんみんなで夕食です。外食にもよく連れて行きま
す。子供は外食や夜に車で出かけるのが嬉しいみたいで一声掛け
るとテンションが上がります。食事が終ると特にする事は無いの
ですが、その何でもない時間が良い様な。
　休みの日は必ず外出します。仕事の調整が付けば旅行に連れて
行き、子供がまだ小さくて今しかしてやれない事を出来る限りし
てあげようと常に考えています。最近では子供の水難事故や悲し
い事件が多々あり我が子の事と思うと……。何でもないこの時間、
いつも居て当たり前の家族こそが貴重であり、楽しい時間かな？
と思います。もヒトリ増えればまた楽し ??

2013年8月27日（火）19:00～21:00
ウェスティン都ホテル京都　平安の間

第２回　役員会議事録

HAPPY BIRTHDAY

HAPPY ANNIVERSARY

今　最も楽しんでいる事！


