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今月の聖句 どのような人が、主の山に上り聖所に立つことができるのか。それは、潔白な手と清い心を
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もつ人。むなしいものに魂を奪われることなく欺くものによって誓うことをしない人。
詩編 24 編３〜４節

『B i n d !』―さあ、みんなで30周年を楽しもう！―

クラブ主題

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）
京 都 部 主 題：DG 桂
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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」

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！」

厚 子 （京都ウエスト）

「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!

メネット主題：RSD 谷本久美子（東広島）

周囲からは「キャピタルさんは若いね」なんて言われるが、

あなたの大切な人をキャピタルへ
EMC 事業委員長

大

門

和

彦

実は、平均年齢 51 歳！
知っていました？何歳が一番良いのかわかりませんが……。
私が営業マンになった頃の研修を思い出します。営業はいか
に紹介をいただけるか？です。漠然と「誰でもいいので紹介く

EMC 委員長として、５か月が経過しよ

ださい」と言っても紹介なんて出ない。
「相手がイメージしや

うとしている。新たなメンバーは現在２名。

すい人物を連想させることが大切だ」と言われた記憶がありま

今期、金原会長の下、６名の新メンバー

す。それに習って後半戦の新メンバー紹介のポイントを「あな

増強を目標に頑張ってはいるものの納涼

たにとって一番大切な人！」として取組んで行こうと思います。

例会を最期に新たなメンバー候補が現れ

親族ではない、大切な人をキャピタルクラブにお誘いしましょ

ない。少々焦りを感じてしまう……。も

う。皆様のご紹介をお待ちしています。

しかすると、あまり新たなメンバーを必
要としてないのか？なんて考えてしまう。

ところで現在のクラブ内環境はどうでしょうか？順風満帆と
言えるでしょうか？

クラブには７つの委員会があり期初には今期の事業に対し

先月、残念な事にキャリヤのメンバーが退会することになり

て予算が組まれ運営される。それぞれの委員会は予算の範囲

ました。キャピタルクラブとして、EMC 委員会として事前に

内で創意工夫しながら充実した事業を開催している。しかし、

何とか出来なかったのか？非常に悔しく残念でなりません。再

EMC 委員会はどうだろう？毎年数名の新メンバーが加入する

入会を期待してます。

事を前提に予算組されるが殆ど達成することが無い。なのに毎
年数名が入会する予算立てをするのは何故 ???
もう少し目標への拘りをもってもいいのではないかと思う。
他人（ヒト）をその気にさせる

また、出席率も以前に比べたら決して良いとは言えませんね。
こうした小さな事にも注意を払い、目を向ける事も EMC 委員

事は容易ではない事はわかる

会の役割だと感じました。大きな問題に発展する前に小さな綻
びを見逃さず紡いで再生しながら進んで行く。会社もクラブ運

が「誰かが呼んでくるだろう」「あいつがなんとかするだろう」

営も同じかも知れません。メンバー増強と共に、既存メンバー

ではなく「自分が紹介する」という意気込みが必要ではないだ

の状況把握（？）EMC 委員会としての役割は大きなものだと改

ろうか？ 30 周年という大きな舞台でご紹介頂ける事はその方

めて感じました。30 周年事業が新たな起爆剤になれば……

の思い出の一つになると思います。

MC の M は Membership。会議や奉仕の中にも「親睦」を大切にし、メンバー
ひとりひとりが成長できるクラブの風土を育てていきましょう！

西日本区
強調月間

12月 EMC−M

年間強調
目標PR

ワイズメンズクラブ内外の人に広く情報を伝えよう。

[ 月報告 ]
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為国光俊 EMC 事業主任（京都パレスクラブ）

加藤信一広報事業主任（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

125
在籍者数
第一例会
第二例会
出 席 率

41名
35名
36名
100%

切
手
0g
現金累計
0円
切手累計 1,965g
ＢＦ献金
0円
EF・JWF
0円
EF・JWF累計 15,000円

第一例会 11,000円 合同委員会
第二例会 20,000円 ファンド例会
累
計 134,000円

11,200円
152,620円
じゃがいもファンド 670,724円
東日本大震災復興募金 お米ファンド
11,370円
第一例会
3,958円
900円
第二例会
2,846円 お祝いファンド
計
925,723円
累
計 25,128円 累

献
血
成
分
累
計
成分累計

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 "

400cc
0名
800cc
2名

125周年
募
金

第一例会
3,809円
第二例会
3,436円
今期累計 27,840円
累
計 619,576円
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2013年11月5日（火） 19:00〜21:00
11月第一例会 ウェスティン都ホテル京都

2013年11月19日（火） 19:00〜21:00
11月第二例会 ウェスティン都ホテル京都

メネット例会

伏見稲荷大社の歴史

香

山

慶

子

西日本区理事の高瀬稔彦様、メネッ
ト事業主任の谷本久美子様、京都部部
長の桂厚子様をはじめ、他クラブの
方々にも沢山ご出席して頂き盛大に開
催されました。
石倉メネット会長の企画でスーパー
高瀬理事
谷本メネット
キッズオーケストラによるカルテット
事業主任
演奏を聞かせて頂きました。
とても綺麗な音色と、とてもかわい
らしいキッズたちの良い笑顔の中での
素晴らしい演奏でした。
知っている曲の演奏中にどなたかの
ハミングが聞こえてきて、皆さんがと
ても楽しんでおられるなーと感じまし 桂京都部部長 柳京都部メネ
ット事業主査
た。勿論私もその一人でした。
楽器を擦ったり、指でギターの様に弾いたりして本格的な演
奏を聞かせてもらい、有難うございました。
また機会があれば聞いてみたいです。

京都バリアフリーコンサート
京都部広報主査

八

木

悠

祐

11 月４日（祝）
、京都テルサホール
におきまして、2013 ワイズデー ｢京
都バリアフリーコンサート｣ が開催
されました。今期の桂部長の方針の
もとにオール京都部で参画でき、ワ
イズメンズクラブの良さが伝わるよ
うなワイズデーにしたいとの思いで、準備してまいりました。
無事コンサートを終える事ができ、安堵いたしております。
当日は、500 名を越えるお客様のうち、約 80％がワイズメン
以外の一般市民の方々で、ワイズメンズクラブの心豊かな温か
さを体感いただけたのではないかと思います。
「今日は力をも
らった。」「心洗われた気分です。」等の嬉しい言葉をかけてい
ただきました。そして出演者の方々も、「今日は本当にお客様
が優しかった」と言っておられました。出演者も、お客様も、
そしてスタッフも一体となって、作り上げる事ができた「京
都バリアフリーコンサート」だったと改めて感じました。
「活
動を通して同じ時間を共有し同じ喜びを感じお互いが元気にな
る」というワイズメンズクラブの地域奉仕事業を体現できたコ
ンサートになったのではないかと思います。
キャピタルクラブの皆さんには、クラブ支援金、企業・個人
協賛、そして当日のお手伝いに至るまで、多大なるご支援ご協
力をいただき本当に有難うございました。今期、広報主査とし
て京都部で活動できるのもクラブの後ろ盾があってこそだと改
めて感じております。今期もまだ主査の仕事が残っております。
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志

田

育

夫

冒頭、山口恵さんがスポンサーの今期
2 人目になる饗場公治さんの入会式が行
われました。出席者全員で歓迎の握手を
交わしました。
本日のゲストは、京都のパワースポッ
トでもある伏見稲荷大社宮司の中村 陽
様です。今外国の観光客が最も行きたい
場所の一つでもある伏見稲荷大社のお話
が聞けるとありとても楽しみにしており
ゲストスピーカーの
ました。
中村 陽さん
私も伏見稲荷大社には、年に１、２度は
参拝させていただき、お稲荷さんと親しんでおりますが、本当
のところ伏見稲荷大社についてはあまりよく知らずにいました。
大社の御祭神が稲荷山に御鎮座されたのは今から 1300 年ほど
前、はるか奈良時代の和銅４年２月初午の日とのこと、それ以
来長い年月の間その時代時代の人々の篤い信仰により「衣食住
ノ太祖ニシテ萬民豊楽ノ神霊ナリ」と崇められ五穀豊穣、商売
繁盛、家内安全、諸願成就の神として広く信仰されてきました。
又東寺との関係も興味深く、天長４年淳和天皇の体の調子が
良くならないので原因を占ったところ、東寺建立の際においな
りさんの山の木を切ったため「たたり」を受けていることがわ
かり、神様のお怒りを鎮めるため天皇が「従五位下」の位を授
けて病気治癒をお祈りしたとのこと、両者のこのような深い関
係のお話を聴き、東寺の東に稲荷大社の御旅所がある事やお稲
荷さんのお祭りは東寺が起点となり、御神輿の巡行が東寺に挨
拶をして始まっていることを理解することができました。
これから何度も参拝する機会があると思いますが、今まで以
上に身近な神社としてお参りしたいと思います。
キャピタルに入会
して今年で 10 年に
なりますが、クラ
ブで学んできたこ
とを主査活動に活
かしながら頑張っ
てまいりたいと思
います。今後とも
宜しくお願いしま
す。

国 際 協 力 募 金
会

計

山

田

英

樹

11 月４日、ワイズデーと同日開催となった国際協力募金。
午前中だけの参加となりましたが子供たちと元気よく街頭に
立ってきました。
この募金は世界の YMCA が行う国際協力事業、緊急援助活
動のために、そして京都 YMCA が独自に行う国際協力事業の
ために使われている募金です。
入会したての頃は大変恥ずかしくもありましたが、さすがに
何年も続けると人間が図太くなるのか今では一番大きな声を張
り上げています。
YMCA で募金に関わるようになってから、街頭で見かける
募金活動には必ず寄付をするようになりました。自分自身のう
れしい変化でもあります。

今 最も楽しんでいる事！
ジ

ャ

ム

作

申し上げます。
〈お詫び〉コラム原稿っていうより、お願い原稿になってしまい
ました。すみません。でも今年はこんな私で頑張ります。

り

「楽しい」の増殖

石 村 吉 宏
実家の畑には、実のなる木が何種類かあります。最初は柚子か
らジャム作りを始めました。柚は皮の裏側の白い所を取るのに苦
労しました。先に剥くよりも、大きく剥いて、苦みを取る為の茹
で溢しの、１、２回目で、スプーンでこそげ取るのが、一番楽な
のを発見。皮も、包丁で刻むのと、フードプロセッサーを使うの
では苦みが変わります。種は、袋に入れて一緒に煮ると、周りの
部分が程良いとろみを付けてくれます。ペクチンを使うよりも安
心です。昨年の青梅ジャムは、梅が少し熟しすぎて、あまりうま
く出来ませんでした。八朔は、皮が厚く、灰汁抜きに時間がかか
りますが、実肉が多く美味しいです。イチジクは時期を逃して、
鳥やカナブンや虫達のごちそうになりました。キンカンは手間の
割には……。
昨年、父が植えた木に、十数年経って始めて綺麗な花が咲き、
どんな実がなるのだろうと楽しみにしていたら、スモモが生りま
した。赤く熟した実は生食でも美味しく、ジャムも上手くできて、
父を思いながらいただきました。

30 周年のこと
田 中 雅 博

長谷川

幸

昌

楽しんでいること？最近始めたギター、子育て、もちろんキャ
ピタルの活動も文句なく楽しい！

ただ、一番は仕事かも。もと

もと、好きなことを仕事にしたので楽しくて当たり前のことです
が……
好きというだけで自転車屋という仕事を始めたわけではないの
ですが、趣味で自転車に乗っている人が多く集まる当店では、自
転車（＝仕事）が楽しいことは必須です。しかし、一般には自転
車に乗る人は競技志向の人が多く、その志向が強い人ほど熱し易
く冷め易くて「好き」
「楽しい」という気持ちを継続することが困
難だったりします。そこで、当店では競技から少し距離を置き、
忘れがちな「楽しむ」をモットーに仕事してきました。
ちょうど、キャピタル 30 周年の記念例会を催す頃、当店も 10
周年になります。好きなことを仕事にして、今でも楽しんでいら
れる。そして「自転車が最も楽しいことです！」という人を増や
している。こんな楽しいことはありません。

あなたにとっての絆とは！

ちょっと前に 52 才になりましたが、まだまだ楽しんでいること
は沢山あるような気がします。でも今年に関しては最も楽しんで
いるのは、やはり

30 周年のこと

です。入会２年目の 15 周年

小津安二郎をご存知ですか？
山

の時に初めて三役をし、20 周年の時に会長を、そして今年は 30

口

雅

也

数年前、祖母が亡くなって墓のある尾道へ納骨に行った時、小

周年の実行委員長を楽しく務めております。
「みんなで楽しむ 30 周年」を掲げていますので、率先して自分

津安二郎記念館に立ち寄った。それ以来、時々彼の作品（映画）を

から楽しむことにしています。ここ数年若干引きこもりがちだっ

見るようになった。代表作の「東京物語」は、年老いた両親の一

た私ですが、今年は出来る限りの事業に参加し、そして存分に楽

世一代の東京旅行を通じて、家族の絆や夫婦と子供、そして老い

しんでいます。やはり事業とは参加すれば楽しいし、参加しなけ

と死、人間の一生など、それらを冷徹な視線で描いた作品である。

れば楽しくないです。こんな当たり前のことに改めて気付いてい

これもいいのだが、僕はやはり「晩春」が好きだ。特にラスト近

る今日この頃です。

くの京都旅行の最後の夜、心情を吐露する娘に、結婚すること、

皆さまには、各委員会に入りそれぞれに大変なお役を引き受け
ていただいておりますが、ぜひぜひその枠を越えて 30 周年のいろ
いろな事業に参加ください。そうすればきっときっと今以上に楽

幸せになることを諭す父親と娘のシーンに人と人との絆や愛情、
そして夫婦一緒に生きていくことの意味のようなものを感じた。
僕にとっての絆とは、日々の生活の中での何気ない会話やたわ

しくなります。これからも沢山の事業があり、
その準備があります。

いもない出来事なんかの薄く積み重なった、普段は気にもしない

皆さまにはお世話になることばかりですが、何卒よろしくお願い

ぼやっとしたもののような気がする。

第１回マージャン＆オセロ大会
副会長

村

田

深砂子

今期のファンドイベントも中盤。11 月 16 日に第１回マージャ
ン＆オセロ大会が開催されました。
食事は石倉委員長発案のファンドにぎり寿司 !!。ファンド委
員みんなでニギッ！ ニギッ！ 握りたてのお寿司をみんな美
味しいと !!。そして、いよいよマージャン開始！まずは 2 組で
スタート。
半チャン １時間の３回勝負です。遅れて来た人達は、別で
スタート！ 会場はまるでジャンソウ ?? あっという間に３

時間が経ち、いよいよ結果発表！ 優勝者は西村融正さんでし
た。
賞品はジャジャ〜ン♪「ファンドドリンクチケット 10 キャ
ピタル」です。今年は、この賞品が一番嬉しかったり？です。
23 時頃まで盛り上がり、無事にお開きすることができまし
た。参加頂きました皆様ありがとうございました。楽しいひと
ときでした！
あっ！オセロ大会ではないですが、金原会長は１勝１敗でし
た。この１敗は考えすぎ？くやしそうでした !!
参加者 五十嵐、石倉、内田、金原、菅原、瀬本、田中（雅）
、
椿森、西村、幡南、村田・コメット、森（繁）
、八木、山田（隆）
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京都キャピタルクラブ設立 30 周年記念事業

京都YMCAリトリートセンターへトイレ棟新築 寄贈
10月26日（土）
・27日（日） アクトワーク

11月23日（土・祝） オータムフェスタ

30 周年記念事業のハイライトになる、リトリートセンターの老朽化して使いづらくなっていたトイレを
撤去して快適なものに一新したものを、京都 YMCA に寄贈することが今期の年度当初から計画されまし
た。その過程において、メンバーのその道のプロ集団たちに混じり、メンバーの素人集団でもできるこ
とはしようということになりました。作業時間の内、時間のやりくりの出来るところだけでも参加でき
るメンバーを含め、１泊２日の日程で作業を行いました。１日目の夜は懇親会で、ワイズ談義に花を咲
かせ懇親を深めました。その過程を収録します。

30 周年記念アクトワーク
西

川

リトセンでのアクトに参加して！
欽

一

30 周年記念事業のアクトとしてリトセンのトイレを YMCA
へ寄贈しようということで、我がキャピタルクラブのメンバー
が、10 月 26 日（土）と 27 日（日）の２日間、建築中のリトセ
ンのトイレ建築現場へ赴き、田中升啓 30 周年記念事業アクト
委員長をはじめ、柳慎司さん、山田英樹さんたちの指導のもと、
柱や梁、外壁などの建築木材の塗装のワークを行いました。
塗装は、１度塗料を
塗ってタオルで拭き取
り、乾いたらもう一度
塗って拭き取るという
２度塗りの作業で、な
ぜかメンバーのほとん
どが「田中工務店」の
作業着を着て、ワイワ
イ楽しく作業は進んで
いきました。
１日目の夜は、買い出しに出かけて鍋を囲んで宴会です。宴
会から参加したメンバーとともに YMCA の藤尾さんも参加し
て、夜が更けるのも忘れて楽しく盛り上がりました。私も含め
て、真面目にワークに取り組んで疲れた人たちは、宴席で眠っ
てしまう人も出ました。私が、夜更けに寒くて目が覚めると、
まだ外で声がします。金原会長を囲んで一部の人たちが寒い未
明の屋外で Y's 談義を熱くかわしていました。
２日目もまだまだ塗装作業は続きます。２日目朝から参加し
たメンバーは元気ですが、朝方まで飲んでいたメンバーは少し
ペースダウンです。しかし、みんな要領をつかんできて（？）、
やっと終わりが見えた昼前頃からペースが上がって、昼過ぎに
予定していた材料のすべてを塗装することができました。
みんなで寄って集って２日間かけて、楽しくアクトのワーク
を行うことができ、トイレの完成が楽しみです。塗装のムラも
このワークの思い出としてリトセンに永く残ることでしょう。
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大

山

孜

郎

キャピタルに入会した頃は、よく体験したことですが、久し
ぶりに肉体労働を体験させていただいた。30 周年記念アクト
として施工されている YMCA リトリートセンターのトイレ新
築作業の一環として、10 月 26 日・27 日に行われた材料の塗装
作業の体験です。
私は、記念アクト委員でありながらほとんど活動らしい活動
をしていないので、何としてもこの作業には参加しなければと
以前から心密かにに
決めていた。なのに、
10 月 24 〜 26 日 の
３日間、長野県松本
で開催された学会と
重なってしまい、京
都に帰って来たのは
26 日 夜 で し た。 で
も 27 日 に は 頑 張 っ
て早起きして、９時
前にはリトセンに到
着した。リトセンはまだシーンとしていたが、
作業服を着た我々
キャピタルクラブメンバーが１人・２人いるではないか……。
三々五々人が集まり、９時 30 分から田中アクト委員長の号
令のもと材料の塗装作業が始まった。私に取っては全く不慣れ
な作業の連続ではあったメンバーとの共同作業は何か久しぶり
に一体感があって、とても爽やかな時間であった。
11 月 17 日のオータムフェスタで、トイレの引渡し式があっ
た。トイレは予想以上に立派で素晴らしいものであった。塗装
も奇麗に出来ていた。
「さすがにキャピタルクラブのすることは違うね……」と贈
呈を受けた YMCA 理事長が感心していた。
これからは、障害を負った人もきっと楽にトイレを利用して
いただくことが出来るのでは。キャピタルクラブ万歳 !!

リトセンにトイレ完成しました !!
田

中

升

啓

昨年の９月に
第 １ 回 の 30 周
年実行委員会が
開催され、その
後今年の１月か
らアクト委員会
は始動して約１
年、先日のオー
タムフェスタに
て無事に引渡式
を終えることが
できました！
トイレの大き
さや予算、ワー
クの内容や工事
時期等、アクト委員会で熱い議論をしたのがつい昨日のように
思えます。今、建設業は非常に各業者の手配が集中しており、
なかなか工程通りの確保が難しい中、メンバーの皆様のご協
力のおかげで予定通りの完成ができました。正直ホッとしまし
た。アクト委員会の最後の仕事である引渡式も、金原会長から
贈呈されたリボン付小
便小僧の貯金箱が天使
みたいでなかなかいい
感じに決まり、その後
行列ができたトイレを
見てとてもうれしかっ
たです。アクト委員長
をさせていただいて本
当に良かったと思って
お り ま す。30 周 年 記
念例会に向けて、メン
バーの皆さんの気持ち
も盛り上がったと思い
ますので、このまま記
念例会に向けて全員一
丸となって突き進みま
しょー !!!

オータムフェスタ
書

記

五十嵐

コーヒーを担当す
る の か !?」 と い う
不安のなか、喫茶
店でコーヒーを淹
れていた経験があ
る西村さんと八木
さんが、仁科メネッ
トの強力なサポー
トのもと本格コー
ヒーを作ってくだ
さり、順調に売上
を伸ばすことがで
きました。その他、
初めての食器洗い
作業もありました
が、何事にも積極
的に取り組むメン
バーのチーム力で
つつがなく終える
ことができました。

新しい仲間紹介
饗

由

紀

秋晴れの 11 月 23 日（土・祝）
、リトリートセンターにおい
て「オータムフェスタ」が開催されました。開会前には、メンバー
が見守るなか 30 周年記念アクト である「トイレ棟」の贈
呈式が行われ、亀井理事長を
はじめ YMCA 関係の方から
お礼の言葉を頂戴しました。
トイレを使用したメンバー
は、口々に「綺麗になった！」
「あそこはもっとこうしたほ
うがいい。」など感想をお話
されていて、特に女性には評
判が良かったようでした。
フェスタでは 飲み物販
売 を 行 い ま し た が、 大 山
（謙）さんが参加できず「誰が

場

公

治

Aiba Koji
生年月日：1972 年５月 31 日
勤務先：有限会社ユニーク
職種：ホームページ制作、映像制作、Search Engine Optimization（SEO）対策
勤務先：〒604-8115 京都市中京区堺町通蛸薬師上る雁金町 373 みよいビル 307
TEL 075-746-4116 E-mail：unique̲aiba@yahoo.co.jp
自宅：〒621-0825 京都府亀岡市篠町山本南条21-4 TEL 0771-25-9114
紹介者：山口
恵
血液型：A 型
趣味：レーシングカート、スノーボード、旅行
モットー：自然体
入ってみたい同好会：ゴルフ
入会して一言：分からない事ばかりですが皆さんのご迷
惑が掛からない様、楽しんでいきたいと思っております
ので、これからもよろしくお願いします。
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フィリピン台風 30 号被災地緊急支援街頭募金
会

長

金

原

弘

明

11 月 24 日
（日）
、先の台風 30 号により大きな被害を受けたフィ
リピンの被災地支援の為の街頭募金が快晴の下行われました。
本当に緊急での呼びかけということもあり、京都部のワイズ
メン等約 30 名、我がクラブからは、柳早知子・山田まゆみ両
メネットと私が参加し、皆で大きな声で呼びかけを行いました。
三条、四条大橋・YMCA 前等４カ所での募金でしたが、総額
132,140 円の募金を集めることができました。わずかな支援で
はありますが、少しでも被災地の支援に役立って欲しいと願い
ます。

30 周年のアピール。京都部各クラブへ行ってきました !!
京都洛中クラブ
京 都 ク ラ ブ
福知山クラブ
京都トゥービークラブ
京都パレスクラブ
京都東稜クラブ
京都 ZERO クラブ
京都エイブルクラブ
京都ウエストクラブ

11月７日
11月12日
11月12日
11月13日
11月13日
11月14日
11月14日
11月26日
11月28日

勝山、西村、西川
大山（孜）、田中（升）
、山口（雅）
金原、田中（雅）
、倉見
山口（雅）
、香山、亀井
仁科、瀬本、藤田
石村、山田（隆）
、柳
山田（英）、菅原
志田、森（常）
、内廣
内田、吉井、倉見

HAPPY BIRTHDAY
メネット 山口
コメット 内田
村田

重子
一希
圭悟

12月28日
12月23日
12月30日

亀井

航太

12月27日

内田一希さんは 20 歳、村田圭悟さんは 25 歳を迎えられました。誠に
おめでとうございます！ブリテン掲載は 20 歳までとなりましたので
今回最後となりますが、今後のご活躍をお祈りしております。

HAPPY ANNIVERSARY
大門

和彦・洋子

ご夫妻

12月13日

聖句の解説 世の人が気がつかない時に、キリストの来
臨が告知されます。それがアドベント（待降節）です。こ
の詩編は、どの様な人も 100 点満点の人はいない。しかし、
主はイエス・キリストの思いを求める生き方を、私たち
の心と手に託しているのです。一番汚れやすい手を清め、
裏表のない在り方を心掛けるようにと語りかけています。
今年も世界中に数え切れない苦しみがありました。戦
渦に、飢餓に、洪水に、地震にと大変な状態に立たせら
れています。
「来たり給え平和の主！」と、絶望から希望
へとつないで下さる救い主をお迎えしましょう。
４週のアドベントの期間、主イエス・キリストを迎え
る準備をします。クリスマスカラーに彩られたクリスマ
スツリーやクリスマスリースが飾られ、アドベントクラ
ンツの４つのローソクを毎日曜１本ずつ灯し続けて、降
誕日を迎えます。
アドベントクランツの常緑の葉は永遠を、リボンの赤
はキリストの血・生命、ローソクの白は希望を示し、一
本目のローソクはやさしい心、二本目は丈夫な心、三本
目は忍耐強い心、４本目は祈り求める心、悔い改めの心
を指します。東方の博士が旅して幼子イエスをむかえた
クリスマス物語のように、主イエス・キリストがこの世
に降りたもう意味を深く覚え、救い出そうとして近づか
れる主をお迎えする心を備えてまいりましょう。

第５回

役員会議事録

2013年11月26日
（火）19:00〜20:45
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〉 メネット事業支援金の振込依頼（12
月中振込希望）
／2014−2015次期 国 際 会 長および2014−2016
アジア国際議員選挙の件
（12月中締切）／西日本区事務所所長
公募の件／12月14日（土）グローバルクラブ松谷隆史直前会長
お別れの会／２月16日（日）東稜クラブ 10 周年記念例会／２
月17日
（月）
BF 使用済切手締切（京都部でまとめて送付）／２
月23日
（日）
京都部チャリティボウリング大会
〈YMCA 報告〉 12月８日
（日）わんぱくチャレンジクラブ／12
月16日
（月）
〜20日
（金）
クリスマスロビーコンサート
〈各事業委員会報告〉
YMCAサービス・ユース事業委員会
「オータムフェスタ」について報告。／「フィリピン台風 30
号被災者支援募金」について報告。
／「全国リーダー研修会
決算」について報告。
／「わんぱくチャレンジクラブ」なら
びに「クリスマスロビーコンサート」について確認。
地域奉仕・環境事業委員会
「京都バリアフリーコンサート」について報告。
／「京都部
チャリティボウリング大会」について確認。
ドライバー事業委員会
11 月例会の報告ならびに12・１月例会の内容を確認。
交流事業委員会
記念例会翌日の東京クラブ（DBC）との交流について確認。
／「フィリピン台風 30 号被災地支援」について確認。
ファンド事業委員会
各種ファンドの履歴について確認。
／ファンド事業収支報
告について確認。
広報・ブリテン事業委員会
ブリテン 12月号・１月号の骨子を確認。
EMC事業委員会
「第２回オリエンテーション」について報告。／「EMC 忘年
会」について確認。
メネット会
「メネットファンドのご案内」について確認。
30 周年記念委員会
「30 周年記念トイレ棟贈呈式」について報告。
／「30 周年実
行委員会組織変更」について確認。
クリスマス PT
「クリスマス例会」について確認。
〈審議事項〉 饗場さん
〈その他〉
第６回三役会
第６回役員会

EMC 委員会 配属の件

12月19日
（木） 於：未定
12月24日
（火） 於：ウェスティン都ホテル京都
平安の間

編集後記
いよいよ、金原会長期も中盤戦 !! アクト行事も
無事に終えこれからは来年４月５日の 30 周年記念
例会に向けてまっしぐらですね。
益々気合いが入るキャピタルクラブです！
広報・ブリテン委員長
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承認

出席第一・時間厳守・親睦・奉仕・古切手収集

山口

恵

