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例会出席 BFポイント ニコニコ ファンド 献　血 125周年
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西日本区
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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）

9
在籍者数　　41名
第一例会　　30名
第二例会　　35名
メイクアップ　　11名
出 席 率　　100%
（7月出席率　100%に訂正します）

切　　手　　　　0g
現金累計　　　　0円
切手累計　1,285g
ＢＦ献金　　　　0円
EF・JWF　　5,000円
EF・JWF累計　15,000円

第一例会　　　　0円
第二例会　　8,000円
累　　計　81,000円

東日本大震災復興募金
第一例会　　　　0円
第二例会　　3,785円
累　　計　12,661円

宝 く じ　　　120円
合同委員会　　9,600円
累　　計　53,839円

献　　血　　　0cc
成　　分　　　0名
累　　計　　400cc
成分累計　　　1名

第一例会　　　　0円
第二例会　　3,541円
今期累計　13,817円
累　　計　605,553円

BF は、全ワイズメンバーの参加によって集められる資金です。使用済み切手を収集
することで世界のワイズを感じましょう。　　　長壽和子ファンド事業主任（岡山クラブ）10月
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『だれでも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。』
マタイによる福音書 23 章 12 節

　｢なに売ってんの？｣、「ひとつ買うわ」、
｢食べへんしなぁ……いいわ｣。
　ファンドって大変やなぁー。なんか押
し売りしてるみたいで気が引けるわぁー。
でも、Yサ事業や地域奉仕事業の資金に
なるんやし、頑張ってファンド収益上げ
なあかんしなぁ。やっぱり目標下げたら
よかった、なんか無理みたいやし……。

　こんな状態が続くのは、ファンドが『売る人』でメンバーが『買
う人』になっているからではないのでしょうか？
　今期のファンド事業方針の一つに【クラブ内にとどまらない
協力者（購入者）の拡大】を掲げました。メンバー全員でファン
ド目標を達成するための方針なのです。と言っても元来この方
針はあったものなのです。キャピタルで 1,000 ケースものじゃ

がいもを捌くのですから当然多くの協力者（じゃがいもを買う
人、食べる人）がおられるのです。しかし、今までの履歴を見
ますと一部のメンバーに偏っていることが明白なのです。これ
を全面に出し、万遍なく協力し合うことができないものかと考
え、今期の会長主題『Bind!』のもと『みんなでファンドを楽しも
う！』としたのです。
　メンバー全員が『売る人』になること。売ることで我々の活
動を知ってもらうこと。多くの人に広報し、少しでもワイズ・
YMCAを世に広めることでEMC（メンバー増強）にも繋がるの
ではないでしょうか。自分の内から一歩出て、ご近所さん、社
員、会社のまわりまで活動を広げましょう。
　私たちがワイズメンであることを、様々な活動を行っている
ことをファンドを通して世に知らしめることも大切なファンド
事業なのです。大きな声でアピールしましょう。みんなでファ
ンドを楽しめば、おのずと目標達成できるのではないでしょう
か。みんなでファンドを楽しみましょう！

PS．もちろんBF・EF・JWFも忘れてはおりません。やりまっ
せ、よろしくお願いいたします。

ＢＦ

聖句の解説　人を受け入れることは、なかなか難しいことです。頭で理解していても、実際の感情とのギャップに悩むこと
が常です。心を広く持ち、相手の気持ちを心から理解することは理想としてよく言われますが、実際には非常に難しいこと
です。
　へりくだる者は高められる。しかし、私たちの日常の中で、頭を低くする事がどれほど出来ているでしょうか。今、私た
ちの身近なところでも、又、世界に目を広げてみても、混沌として先が見えないことが多く垣間見えます。その中で、強さ
を求める傾向があるように感じます。真の強さは、一歩下がったところから出てくる事は無いでしょうか。
　社会において、家庭において、そしてさまざまなかかわりの中で自分の取っている態度がどのようなものか、一日一日、
反省のいかに多い事でしょうか。自然に、さりげなく人に仕えるものと成りたいものです。

『買う人』と『売る人』
ファンド事業委員長　　石　倉　　　尚
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夢の国で学び・ダンスを通じて感じたこと
松　井　陽　子

　９月第二例会は、「夢の国で
学んだこと」というテーマで、
須賀めぐみさんをお招きし、ご
講演頂きました。須賀さんのプ
ロとしての第１歩は、1998 年
の長野パラリンピックでの開会
式ダンサー。その後は、紅白や
華原ともみさんのバックダン
サーをされ、そんな折りに、あ
の東京ディズニーランドから出
演オファーが。以後、11 年間
ダンサーをつとめられました。
ディズニーランドの魅力は、何と言っても「全てがプロフェッ
ショナルであること」だそうです。年に１回オリエンテーショ
ンがあり、ディズニーで働く上での行動基準であるキャストト
レーニングが、アルバイトを含めた全従業員の基になっている
とのこと。３月11日の震災の日は、パレードの真っただ中。各々
がキャラクター印象を大切にしながら、物事の収拾をはかって
いく。そして、何よりもゲストの安全が第一。お土産などの商
品で使用できる物は全て使用し、夜食・朝食も提供されたのだ
そうです。東京ディズニーランドとは、「進化し続ける未完成
の国」。今年は 30周年。ぜひ、みんなで夢の国へ行きましょう !!

京　都　部　会
会　計　山　田　英　樹

　９月１日、あいにくの荒天の中、ホテルグランヴィア京都に
て第 18 回の京都部会が開催されました。460 人という京都開
催ならではのフェスティバルは、不順な天候を吹き飛ばしてあ
まりある盛大なものとなりました。
　キャピタルクラブからもメンバー・メネット含め 40 名を超
えるたいへん多くの方々にご出席いただき金原会長のバナーセ
レモニーの勇姿に声援を送りました。我がクラブの結束力はい
つものように強かったようです。
　私自身が一番印象に残った出来事、それは桂厚子京都部長の
ご挨拶でした。晴れやかな会の記念すべきご挨拶の中で、通常
は集ってくれた皆さんへのお礼に終始するところ、京都部内の
クラブに向け発奮を促すような提言を折り込まれたのです。私
自身驚きを感じましたが、不思議と嫌な印象は受けませんでし
た。むしろ勇気を持って発言されたことに共感を覚えたという
方がぴったりくるかもしれません。
　あるゲストスピーカー様が、キャピタルクラブの雰囲気を『朗
らかで爽やかで温かい風が吹いている』と評されました。自分
たちの事は見えないものですが、夢の国から来られた方のお言
葉ですからまちがいないのだと思います（笑）。
　実は私自身が、主査を拝命した一年間を経て、その言葉の重
みを痛いほど感じています。何よりうれしいお褒めの言葉をい
ただきました。これからも多くのゲストをお迎えする事と思い
ます。何年たっ
てもそんな風
を感じていた
だけるよう、
クラブを高め
続けなければ
なりません。
これからもメ
ンバーの皆さ
んと力を合わ
せて邁進した
いと思います。

六 甲 部
直前会長　山　口　雅　也

　９月７日（土）、神戸クリスタルタワー３Fにて第 12 回六甲
部会が開催されました。山田部長のホームクラブの神戸ポー
トクラブがホストとして運営をされました。
　第１部は神戸ポートクラブの 25 周年記念例会、第２部は六
甲部会・記念講演、第３部は記念パーティーでした。六甲部
は８つのクラブが在籍し、とてもアットホームな雰囲気の部
会となりました。部会後は神戸港の夜景を堪能して帰京しま
した。
　参加：西村、柳メネット（メネットアワー）、山口（雅）

阪 和 部
会　長　金　原　弘　明

　９月 14 日（土）山田英樹さんと私とで阪和部会に参加してき
ました。今期の阪和部会は泉南市の紀泉わいわい村というキャ
ンプ場で行われるという大変変わった趣向でした。
　メインのプログラムは様々な事業毎の分科会に参加して意
見交換をし合うという、これまた変わった趣向でしたが、山
田英樹さんと私は交流事業の分科会に参加し、先のアジア大
会での LAHAクラブさんとのお見合いの経緯と現状を報告さ
せていただきました。
　部会の最後には、30 周年記念例会のアピールもしっかりと
させていただきました。残暑厳しい野外での部会でしたが、
存分に楽しませていただきました。

京都部合同メネット会
京都部メネット主査　柳　　　早知子

　時折雨足が強くなる中、９月１日キャンパスプラザ京都に於
いて、96 名の参加者で京都部合同メネット会が開催されまし
た。今回は、区の国内事業方針に沿った内容で、重い障がいを
持ちながらも、絵と詩を表現し自活されているアート作者・河
村武明様の「不思議なありがとうのチカラ」と題しての無口な講
演が始まりました。ご本人は話せないので、代読者とプロジェ
クターを使い、身振り手振りでクイズや参加者への問いかけ等
も交えて、とてもわかりやすく又、楽しく話を聴く事が出来ま
した。与えられたことに感謝する、幸せに気付く、ピンチの時
こそありがとう等々、簡単な事ですが、なかなか出来ません。
でも、実行してみようかな……と思いました。アート作品は、
部会会場にて絵葉書の展示と販売という形で行いました。今期
京都部のメネット事業主査と言う立場から、参加頂いた皆様に
感謝致します。また、最後になりましたが、今期メネット事業
主査の私にご協力とお手伝いを頂きましたクラブメネットをは
じめ、メンバーの皆様に心より感謝致します。「ありがとうご
ざいました !!」

かもめ～る当選番号（商品の引き換えは来年３月３日まで）
Ａ賞（現金５万円）　下５ケタ　03362
Ｂ賞（切手シート）　下３ケタ　141・190柳主査は六甲部部会、中西部部会のメネットアワーにも参加し

ておられました。  　　　山口広報・ブリテン委員長（ ）

部 会 報 告

９月第一例会 2013年9月1日（日）　16:00～21:00
ホテルグランヴィア京都 ９月第二例会 2013年9月17日（火）　19:00～21:00

ウェスティン都ホテル京都

30周年例会のPRをしました

ゲストスピーカーの　　　
須賀めぐみさん（右）と会長
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絆に思うこと
菅　原　樅　一

　今年の５月、新緑輝く京都の八坂神社の本殿にて、長男が富
山の娘さんと婚礼の神事を執り行いました。神事の最中、祭神、
素
すさのおのみこと

戔鳴尊、奇
くし な だ ひ め

稲田姫の命
みこと

が天から降りてきて二人が優しく祝福さ
れているような不思議な気持ちになりました。縁もゆかりもない
二人が縁を結び、神様に祝福されながら、次の世代へ命を繋いで
いくのだと、しみじみ思いました。又、このご縁の陰には、周囲
の大勢の人々の支え、絆があったから、このご縁が生まれたと感
謝の思いを深めました。
　あらためて考えれば、私達夫婦も、私達の両親も、その先祖も
皆同様に昔から縁というもので繋がれてきて、今、私達が生きて
いると思い起こされます。私達生きている家族は、周りの人々と
の絆を、大切に思い感謝しながら、精一杯頑張っていこうと思い
ます。

空間に、いっぱいパワーを頂いたような気分になりました。他に
も黄檗山万福寺、木魚の原型や修行僧の読経に歴史や文化を感じ
て感動。三室戸寺では、蓮の花に心を癒されました。雑誌やテレ
ビでは感じられない雰囲気に、百聞は一見に如かずと思い、行動
する事で、ますます京都を楽しんでいます。

ミニシアター
西　村　融　正

　「あなたの趣味は？」と聞かれたら「ゴルフです」と答えます。し
かし、今回あえてそれは横に置いて。
　実はもう一つ、最近密かに楽しんでいることがあります。それ
はミニシアターなる映画館で映画を観ることです。京都では「京都
シネマ」「京都みなみ会館」などでしょうか。
　そこには、「密かに」と感じさせるものがあります。ロビーにあ
る手作りな掲示板、こじんまりとしてローカルな雰囲気。そして、
骨董屋や古着屋で探し物を見つけたあの感覚。たまたま路地の奥
で老夫婦がやってる美味しい定食屋を見つけた時の喜び。上映作
品が良かった時は、そんな気分に浸れます。
　次はどんな作品に出会えるのか、楽しみです。

京都部広報主査
八　木　悠　祐

　今期は、京都部の広報主査としてクラブより輩出いただき、と
てもよい経験をさせていただいております。中でも、部長公式訪
問で他クラブの例会に出席する事が楽しみになっております。人
前でのスピーチはまだまだ慣れませんが、クラブの例会に出席す
ることで、運営の仕方や細かな工夫などを知ることと同時に、そ
のクラブの雰囲気を感じる事ができます。また、キャピタルクラ
ブの良さも再発見できます。例会後は、懇親会を開催していただき、
例会とは異なる柔らかな雰囲気のもと、他クラブの方々と交流を
深めております。
　キャピタルクラブの皆さんには、色々とお願いばかりし、申し
訳ない気持ちもあるのですが、今期一年間楽しく過ごして行きた
いと思います。今後とも宜しくお願いします。

京都を楽しむ
椿　森　昌　史

　これまで京都から離れた事のない自分ですが、京都の良い所に
あまり行った事がない。
　雑誌やテレビなどで京都の良い所を見るたび、ここに行きたい
なあ、あそこに行きたいなあと思ってはいても、行動が伴いませ
んでした。他府県の友人が来ても京都の良い所をリアルに語れな
い自分に少し反省し、時間があったら一人でも行ってみようと思
い、少しずつ行動しています。最近では、嵯峨釈迦堂から祇王寺、
化野念仏寺あたりをぶらりと散歩、暑い時期だったのですが、都
会とは明らかに違う自然の涼風を肌で感じ、緑に包まれた静かな

第 28 回『ふれあい広場』
地域奉仕・環境委員長　瀬　本　純　夫

　９月 23 日、第 28 回目となる視覚障害者の方とのふれあい広
場が開催されました。心配された天候にも恵まれ、というより
は、９月後半とは思えない暑さの中、朝９時に伏見稲荷駐車場
をバス２台、88 名で出発、一路『伊賀の里　モクモク手づくり
ファーム』に向かいました。
　今回は、自然に恵まれたなかでの、散策と食事、そして、ソー
セージの手づくり体験で
す。食事する場所に到着
までには、ミニ豚がいた
り、豚地蔵があったりと
一気に食堂に到着。昼食
は 60 種類ものバイキング
で、手引きのメンバーが
説明しながらそれぞれの
お皿に盛りつけ、賑やか
なひと時が進みました。
このファームで作られて
いる地ビールで喉を潤し
ながら、話しも弾みます。
　食後、ソーセージ作り

に挑戦です。経験した人はほとんどいなく、説明して下さる先
生の話を必死に聞きながらの挑戦でした。肉をこねるときに入
れた氷の冷たさは何とも言えず、手がしびれるくらいでした。
出来立てのソーセージをそれぞれの分に分けられ、予想以上の
出来栄えに、少し感動してしまいました。めったにない経験を
し、楽しく帰路につきました。
　事故も怪我もなく無事終わって本当に感謝しております。こ
こまで準備をしていただいた京都YMCAこおろぎの皆様に感
謝し、手引き等のお手伝いをしてくださったメンバーの皆様に
も感謝です。ありがとうございました。
　参加者　安部、五十嵐、石倉、石村、内廣、岡本、勝山、金原、

　亀井、香山、倉見、菅原、
　瀬本、田中（雅）、田中（升）、
　椿森、西川、仁科、西村、
　森（常）、柳、山口（雅）、
　山口（恵）、山田（隆）、山
　田（英）
メネット　石倉、内廣、岡本、
　菅原、仁科、山田（と）、
　正子・ダルマパーラン、
　山口（弘）
コメット　石倉　京、田中
　隆之祐、田中彩音
ゲスト　山本節子

以上 37 名

今　最も楽しんでいる事！

あなたにとっての絆とは！
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編集後記
　９月の京都は台風に見まわれ、大変な思いをされ
た方もいらっしゃいましたが、皆さん負けじと笑顔
で復興されていましたね。私たちも笑顔いっぱいで
一つ一つの 30周年を楽しんでまいりましょう !!

広報・ブリテン委員長　山口　　恵

〈西日本区・京都部報告〉　各部部会の日程および出欠について
／９月20日（金）バリアフリーコンサート実行委員会　八木広
報主査・瀬本 CS委員長・山口恵広報委員長・金原会長・柳
メネット主査　出席／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／BF代表募集の件

〈YMCA 報告〉　10月５・６日（土・日）AIDS 文化フォーラム／
10月12～14日（土～月）全国 YMCA リーダー研修会／鴨川
チャリティーラン　日程決定のお知らせ　日程：2014年５月
18日（日）　場所：鴨川公園

〈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。／「オータムフェスタ」について確
認。／「秋のリトセンワーク」について報告。／30 周年記念
例会アピールの日程調整について報告。
・地域奉仕・環境事業委員会　「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。／AIDS フォーラムに
ついて確認。／「バリアフリーコンサート」について確認。
・ドライバー事業委員会　９月例会の報告ならびに 10 月例
会の内容を確認。／上半期の例会について決定事項を確認。
／30 周年記念例会アピールの日程調整について報告。
・交流事業委員会　DBC・IBCについて確認。
・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「宝くじファンド」決算について報告。／JWF及びファ
ンド履歴について確認。／スペシャルオリンピックス協賛
について確認。
・広報・ブリテン事業委員会　ブリテン 10 月号・11 月号の
骨子を確認。／30 周年記念例会アピールの日程調整につい
て報告。
・EMC事業委員会　30 周年記念例会アピールの日程調整に
ついて報告。／新入会員候補者について確認。／オリエン
テーション開催予定日について確認。
・メネット会　11 月第一例会「メネット例会」について確認。
・ 30周年記念委員会　進捗状況の報告ならびに 30周年記念
アクトワークへの協力について依頼。

〈審議事項〉　スペシャルオリンピックス協賛の件 承認
新入会員（渡邊博子様）入会の件 承認
八木ワイズお子様ご誕生お祝い金支出の件 承認
菅原ワイズ弔慰金支出の件 承認

〈その他〉　
第４回三役会　10月17日（木）　於：未定
第４回役員会　10月22日（火）　於：ウェスティン都ホテル京都
    　平安の間

メ　　ン　田中　雅博　10月13日　　内廣　　健　10月19日
メネット　亀井三千代　10月２日　　岡本　　都　10月17日
　　　　　大門　洋子　10月17日　　石倉　博子　10月19日
コメット　倉見　駿輔　10月５日　　田中隆之祐　10月20日
　　　　　藤田　千尋　10月22日　　内田　沙良　10月31日
　　　　　内田　沙里　10月31日

山口　雅也・重子　ご夫妻　10月３日
志田　育夫・千鶴　ご夫妻　10月８日
石倉　　尚・博子　ご夫妻　10月12日
幡南　　進・陽子　ご夫妻　10月16日
神﨑　清一・陽子　ご夫妻　10月30日

釣　り　同　好　会
８月24日（土）～25日（日）　民宿うらにし

八　木　悠　祐
　キャピタルクラブ釣り同好会が開催されました。今回は、乗
合い船を貸切にしての開催となりました。広々とした漁船での
ゆったりとした、鯵、鯛を狙う五目釣りです。釣果のほうはボ
チボチといったところでしょうか？　私は、前日の不摂生がた
たり、口からのまき餌に終始いたしました……。今回は参加人
数も少なかったですが、のんびりとしたひと時を過ごすことが
できました。次回リベンジしたいと思います。
参加者　竹田、仁科、仁科メネット、西村、八木、柳（宴会
より参加）

リトセン秋の準備ワーク
書　記　五十嵐　由　紀

　９月８日（日）、親しいメンバーと車を乗り合わせリトセンに
向かいました。寒暖の激しい山中でのワークは、ふだん室内で
仕事をしている私にとって、年に数回の修行のようなもので、
毎回、家を出るまでは気が乗らないのですが、やはりメンバー
に会うと「がんばろう！」とテンションも上がり、その都度「仲
間がいるということはすごいパワーになる !!」と実感もしてい
ます。
　今回キャピタルは、草刈やフェンスの仕上げ等を行いました
が、私はフェンスのほうをお手伝いし、いつも何気なく見てい
るフェンスにも職人技が必要なことや、合羽姿のメンバーの新
たな個性も発見しつつ楽しく作業しました。朝からの雨で、ワー
クはカレーを食べて終了となりましたが、休憩中も 30 周年の
アクトの現場を前にメンバーが打ち合わせをしていたことや、
少し色づき始めた柿に季節が移りゆくことを教えてもらったこ
とが印象に残ったワークとなりました。
参加者　五十嵐、石倉、石村、金原、亀井、香山、神﨑、菅原、
瀬本、田中（升）、西村、幡南、柳、柳メネット、山口（雅）、
山田（隆）、山田（英）　17 名

京都部主催　交流事業委員長
懇談会に出席して

交流委員長　倉　見　直　樹

　交流懇談会が開催された。参加クラブは 16 クラブ。
　現在の交流事業について各クラブが発表した。様々な取り組
み・仕組みが新鮮でした。
　他クラブの方々の話を聞く機会はほとんどないのでこういう
場で話を聞くだけでも交流していると実感する。気になったの
は、参加者の多くの方々が口にされていたクラブ内の高齢化。
クラブ間の横の交流も大事だが、世代間の縦の交流も今後大事
になるなと感じました。

八木さんに三女誕生 !!　おめでとうございます。
築（つき）ちゃん
９月 19日生　3,245g
中秋の名月の日に生まれ
ましたので、つきにしま
した。漢字は、築地の（つ
き）で覚えてください。

2013年９月24日（火）19:00～21:00
ウェスティン都ホテル京都　平安の間

第３回　役員会議事録

HAPPY BIRTHDAY

HAPPY ANNIVERSARY


