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今月の聖句 イエスは彼らの心の内を見抜き、一人の子供の手を取り、御自分のそばに立たせて、言われた。「わたしの名のために 会

長／金 原 弘 明

この子供を受け入れる者は、わたしを受け入れるのである。わたしを受け入れる者は、わたしをお遣わしになった方 副会長／田 中 雅 博
を受け入れるのである。あなたがた皆の中で最も小さい者こそ、最も偉い者である。」 ルカによる福音書９章 47 〜 48 節
村田深砂子
書

『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

会

記／柳
慎 司
五十嵐由紀
計／山 田 英 樹
長谷川幸昌

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）

未来のメンバーに語れる 30 周年にしよう
会
皆様、新年明けましておめでとうござ

金

長

原

弘

明

さんの足跡のお話しをされる先輩方の姿を見る度に、うらやま
しく思っていた私ですが、これから 10 年後、20 年後リトセン

います。
さて、30 周年という記念すべき期も折り返し地点を迎えま

で新しいメンバーに、このトイレは私達のクラブより寄贈した

した。上半期は例年でさえたくさんの事業がある中で、今期は

こと、ワークの夜のお鍋や明け方までのワイズ談義のことをう

30 周年の事業も加わり、本当に忙しい半期ではなかったでしょ

れしそうに話をしているかもしれません。

うか。メンバーの皆様の多大なお力添えに感謝いたします。

そんな話を未来のメンバーに語ることができるのも、これら

さて、みんなの力を結集して 30 周年期を楽しみたいとの

事業に関わりを持つことができたからです。是非、全てのメン

思いから、今期会長主題として掲げさせていただきました

バーの皆様に 30 周年の事業に積極的に関わっていただきたい

「Bind!」
。どの事業においてもたくさんのメンバーの皆様にご

と思います。特に４月に行われる記念例会には全てのメンバー

協力いただき、どんな事業でも、会長として安心感を持って臨

の皆様に役割を持っていただいています。皆様が各々の役割で

めることに、キャピタルクラブの力の大きさを感じています。

力を発揮頂ければ、記念例会は必ず成功することと思います。

その力強い皆様のご協力により、30 周年記念事業として、

何卒、よろしくお願いいたします。

予定通りリトセンのトイレ棟を YMCA に寄贈することができ
ました。YMCA の皆様、他クラブの皆様からも本当に多くの

最後に、今年が皆様にとって、またクラブにとって、すばら

感謝の言葉をいただきました。皆様、本当にありがとうござい

しい一年となることを心よりお祈りし、新年のご挨拶とさせて

ました。

いただきます。

YMCA には、特にリトセンにはキャピタルのたくさんの足

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

跡があります。入会して８年、これまで楽しそうにそれらたく

地域を、部を、そして区を越えて、繋がろう！ 伝え合おう！ ワイズの魅力を！
上村眞智子交流事業主任（熊本ジェーンズクラブ）
WITH SMILE！

西日本区
強調月間

１月 IBC・DBC

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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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
メイクアップ
出 席 率

42名
36名
37名
7名
97.6%

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
9,000円 合同委員会
0円 麻雀大会
第二例会
累
計 143,000円

2,000円
37,882円
宝 く じ
400円
東日本大震災復興募金 累
計 966,005円
第一例会
第二例会
累
計

2,736円
0円
27,864円

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
0名

125周年
募
金

第一例会
3,247円
第二例会
0円
今期累計
31,087円
累
計 622,823円
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2013年12月3日（火） 19:00〜21:00
12月第一例会 ウェスティン都ホテル京都

2013年12月22日（日） 18:00〜21:00
12月第二例会 ウェスティン都ホテル京都

世界一を目指して

クリスマスファミリー例会

西

村

融

正

只今 12 月３日（火）午後 11 時です。今回は本日の例会の感
動を忘れないうちに原稿を書くことにしました。
早いもので今期ももうすぐ折り返し地点です。同時に 30 周
年記念例会も近づいてきました。金原会長のご挨拶にも、「後
半も手綱を緩めず頑張ろう！」との気合いを感じました。
さて、講演は日本合唱コンクール連盟理事長
浅井敬壹様より「世界一を目指して」というテー
マでお話しいただきました。幼少時期に過ごさ
れた満州での戦争体験。世界一を目指して合唱
団京都エコーを発足されたこと。全日本合唱コ
ンクールにおいて 20 年連続金賞受賞に導かれた 浅井敬壹様
こと。どのお話しも身を乗り出して聞き入る内
容でした。そして 6 名の団員の方による合唱を聞いた時は感動
で涙ぐみそうに。浅井様、粋な計らいありがとうございました。
最後になりましたが、本日は東陵クラ
ブ近藤勉様、高安秀樹様より 10 周年記
念例会開催のアピール。会長から岡本さ
んへスペシャルオリンピックス日本・京
都へ支援金が手渡されました。神崎総主
事からは 30 周年記念アクトに対して感
謝のお言葉を頂戴したことも合わせてご
京都エコーの皆さん 報告します。

「スペシャルオリンピックス日本・京都」
へのご支援ありがとうございました。
知的発達障害のある人たちに日常的に継続的で多様なスポー
ツ活動の場所とボランィアを提供する、この活動に必要な支援
金をクラブの地域奉仕活動の一環として第一例会でお渡しくだ
さりありがとうございました。
例年行われています
「じゃがいも・カボチャ」
の購入者の中には、
この団体の会員である家族やボランティアの方もおられますの
で、今までは私の責任でこれらの方々がお買い上げくださった
分と私の販売の一部を、運営資金として提供していました。
今回、このことが石倉ファンド委員長の知る所となり、クラ
ブからの支援とすることが役員会で承認され、第一例会でのこ
とに繋がりました。キャピタルクラブとしての支援先に加えて
頂けたことに感謝いたします。
（SON・京都副理事長

岡本尚男）

京都 YMCA こおろぎ
平成 25 年度ボランティア功労者「厚生労働大臣表彰」受章
12 月１日（日）
、京都市役所で授与されました。全国
125 団体、京都で 2 団体の中の表彰です。
「過去 10 年以上
の活動を行っている者で引き続き現在も活動を行い他の模
範となる者」が対象。
「京都 YMCA こおろぎ」は 1984 年４月に設立し、視覚
障害者に希望図書の朗読や毎月の市民新聞の伏見区版、２
カ月毎の「声の雑誌こおろぎ」等を CD に収録して、約
140 名に発送しています。
そのリスナーを対象に始めた「ふれあい広場」も 29 回
となり、第１回目からキャピタルクラブのご支援とご協力
を頂いていました。この受章はキャピタルクラブと一緒に
歩んできた証であると、感謝の気持ちで一杯です。
（京都 YMCA こおろぎ

−2−

岡本

都）

ドライバー委員長

吉

井

崇

人

葵殿の間にて華やかに開催されました。
今年は私の息子も初めて皆様とご一緒させて頂くという事
で、いつもとは違い少し緊張しながらホテルに向かいました。
恒例のコメットによるキャンドルサービスは大
きな子から小さな子までたくさんのコメットで本
当にかわいい行進でした。
神﨑総主事のクリスマスメッセー
ジ。平和の願いが込められた人形の
エピソード・お祝いのメッセージ、
会長から挨拶。上半期のお礼。
（例会
前から、険しい顔で練習されていま
した。キャピタルクラブの会長は、
本当にプレッシャーとの闘いなんで
すね。
）
菅原次期会長の「メリークリスマ
ス」の発声で楽しい宴会スタート！
間もなく、サンタの登場、息子にとっ
ては初めてのサンタさん。泣くのか
なと思っていましたが、泣かずに喜
んでいました。初めてのサンタさん
が金原会長で本当に良かったです。
続いて、委員会対抗ジェスチャー
ゲーム！ 我がドライバー委
員会は予選落ち。反省会もん
です。本当は優勝を狙ってい
たんですけど。一生懸命、表
現したんですけど伝わりませ
んね。
イベントも盛りだくさんでゲームに続いて、く
じびきまでも開催されました。なんとなんと、こ
の日はいい事づくしでウエスティン都ホテルでの食事券まで当
たりました。これで、家内とのデートが一回確定しました。多
分、サンタは一番平和な使い方が出来る私にプレゼントしてく
れたのでしょう。
楽しんで食事してきます。（自宅に帰り、開けてビックリ！
アクアブルー！ いつもの所やん！ 私の想像していた方では
なかったのであっちの方やと思ってたもので……。）残念じゃ
ないんです。嬉しいんです。でも、期待してたから。
12 月は、異常なほど働いて疲れていたのですが、本当に楽
し い １ 日 に な り ま し た。
あの会場には、たくさん
の笑顔があったように思
います。
改めて、家族っていい
なぁって思いました。あ
りがとうございました。

12 月８日

恒例のわんぱくチャレンジクラブ支援
内

田

雅

彦

おはようございます！ 薄暗い中リトセンにメンバーの声が
響きます。AM6:00 集合 !! 流石キャピタルメンバー続々と集
まって来ました。今年は、クリスマスパーティーということか
らチキングリル（丸焼き）の達人、パエリアの達人、クラムチャ
ウダーの達人を任されましたがキャピタルクラブメインは、も
ちろんチキンの丸焼きです。

今 最も楽しんでいる事！

うＫ先生も、
「解った。レポートを出せ」
。
お酒がめっぽう強く、裕次郎を歌い、４年間何処へ行くにも学
ランで通したというこの先輩は、私に『男の生き方』を教えてく
れた人生の師でもあるのです。

伝えたいことが伝わった瞬間
倉 見 直 樹
昨年の秋から取り組んでいる「お金に関するセミナー」です。
保険の仕事は「どれだけ人に会うか」と「どれだけ紹介を頂けるか」
がポイントなんです。そこで、新しい方々と会う「場」を作るた
めにセミナーを定期的に開催しています。新米ママさんや主婦の
方々に「カシコイ」節約とお金の貯め方について、情報提供をす
る、というものです。やり始めの頃は失敗の連続です。新米ママ
さんのときは１歳前後のお子様も一緒に参加されることになりま
す。ヨチヨチ歩きの好奇心の塊達によって私のパソコン・マウス
がヨダレだらけになったり、子供達が一斉に泣き始め、私の話を
聞いている方は誰もいなかったり、といろいろです。伝えたいこ
とが伝わらない、伝えるためにどうするか、を考えているときが
悩ましいが楽しいんです。伝わった、と実感できるその瞬間の快
感も楽しいんです。そして、仕事に繋がれば、もっと楽しいんです。

あなたにとっての絆とは！
義理と人情と浪花節
橋 本 眞 一
Ｔ先輩と久々の再会です。熱燗で一献、昔を思い出しながら
……。
大学２年秋季リーグも明日が最終戦、一番お世話になった２年
上のＴ先輩が学生時代最初で最後の先発です。既に順位も決まり、
監督の温情で登板のチャンスが巡って来たのです。明日はＫ先生
の金融論の試験です。学業優先ですので、私は試験を受けること
になっています。金融論は必須科目ですので、今年落とせば来年
また受けなければなりません。少し悩みましたが、私は試験を受
けず球場へ……。先輩は先発７回を投げ勝利投手です。
｢ハシ、ついて来い。
｣、大学へ戻りＫ先生の研究室の前です。「こ
れから俺が掛け合うから……」、二人で中へ……。「斯く斯く、然
然で……」
、一生懸命掛け合ってくれた結果、体育会が大嫌いとい

それも 10 羽も作ります。何を使って？ もちろん石窯です
よ！ 練習なしのぶっつけ本番かと思いきやそこはキャピタ
ル失敗は許されません！ 何のために朝早く集まったのか？
子供達が来る前に練習です。キャピタルの料理の達人山田（英）
さんにレクチャーと指示をしてもらい、まず５羽の鶏が生贄で
す。まず鶏の手足を五十嵐さんがいとも簡単に脱臼させ、山田
（英）さんがお尻からジャガイモ、人参を入れ倉見さんがそのあ
とフフフ…なんと可哀そうな鶏、私には到底できませんでした。
金原会長と山田（隆）Y サ委員長は窯の番人です。毎年窯の
番人をしてはりますが、段々と上手く火を操るようになって火
の達人ですね〜ちがうか？
何とか１回目は成功し、２回目は子供達と一緒に作り大成功
でした。パエリアもなんとか食べられるぐらいになり、これ
チャーハン？ と思うような！ クラムチャウダーか？ なん
とか頑張って？まあまあ終わりよければすべて良し、子供達は
みんな喜んで何回もおかわりをして大変嬉しそうでしたね !!
毎年達人になってはいますが段々とクオリティーが上がって
きてますよね〜。本当に面白かった。
参加者 五十嵐、石倉・メネット・コメット、内田、大山（謙）、
金原、倉見、田中（升）
、幡南、森（繁）、八木、山田（隆）、
山田（英）
、ボラッツより鈴木、土肥、YMCA28 名（リーダー・
子供達）

信頼関係を大切に…
幡

南

進

家族・社員さん・友人・もちろんキャピタルのメンバー、全て
の方々と常に絆を深めたい。そんな思いは贅沢でしょうか。争い
も無く信頼し合える関係がいつまでも続けられれば良いのにと思
います。
「絆」ってなんだろう？ 先ず素朴に調べると、その中に
「人と人との断つことのできないつながり」という言葉を見つけま
した。私は何人の方を思いうかべられるでしょう。沢山の方に助
けてもらい、引っ張って頂き今の自分が居るのだと考えると、ま
だまだ多くの絆を築いていけたらと思います。
永機建設という屋号は「知り合えた機会を永遠に」という思い
が有り、会社の理念には「信頼」という言葉を使っています。今
まで経験した失敗を繰り返さない為にも、今の機会を大切にし、
信頼を積み上げより多くの方と絆を深める事が出来れば幸せです。
先ずは、30 周年記念例会。次々期会長。今のキャピタルクラブ
のメンバーで絆を深め一丸となって大成功 !! 大目標です。

日々の出会いから
松

井

陽

子

「絆」と聞いて、皆さんは何を思い浮かべますか？ 今回の記事
を書くにあたって、改めてその意味を調べてみました。絆とは、
「断
つことのできない人と人との結びつき」
。東日本大震災の時には、
家族や大切な人との絆、地域との絆、同じ日本に住む仲間として
の絆、世界との絆と、様々な形で絆の大切さを感じました。
今の私にとっての絆とは。それは、やはり京都に戻って来てか
ら積み重ねてきた皆様との大切な関係です。議員という仕事柄、
日々、様々な出会いがあります。特に、この年齢で政治を志さな
ければ、お会いできない出会いも多くあると思います。また、初
対面であるにも関わらず、つらい心の内を明かしてくださること
もあります。「人生は長いようで短い。素敵な人との出会いを大切
にしていきなさい。素晴らしい人の周りには、素晴らしい人がい
るから。」議員になる前にある方から言われた言葉です。これから
も、様々な出会いを楽しみたいと思います。

E M C 忘 年 会
香

山

章

治

京の師走、年の瀬で慌ただしい 12 月 20 日（金）19 時より京
料理めん坊にて、毎年恒例の EMC 委員会主催忘年会が総勢 25
名で行われました。
大門委員長進行のもと、金原会長の上半期労いの言葉と下半期
30 周年に向けて、更なる結束を高めていきましょう！ という
力強い挨拶で始まり、菅原次期会長の乾杯でスタート！ 料理は
さわち料理にうどんすき、飲み物はビール・日本酒・焼酎 etc 飲
み放題！ 今回の忘年会は 30 周年ということもあってか、喉が
渇いていたのか皆さんアルコール摂取スピードが早い早い…！
１時間も経過すれば会場は最高潮に達していました！
最後は新しく入会された方や、次々期会長等々のおもしろ可
笑しいスピーチで盛り上がり、締めは「人間国宝」に TV 出演
された仁科さんの一本締めでお開きとなりました。
その後は皆様寒風の中二次会へぞろぞろと…。喋りすぎた私
は、次の日声がガラガラでした…。でも本当に楽しかった！
キャピタル万歳！
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30 周年のアピール。京都部各クラブへ行ってきました !!

クリスマスロビーコンサート
次期会長

菅

原

樅

一

12 月 18 日（水）
、京都 YMCA １階ロ
ビーで「クリスマスロビーコンサート」
が開かれました。小さな馬小屋でお生ま
れになった救世主イエス・キリストの
ご生誕祭にふさわしい、こぢんまりと
してはいるが、温かい心が広がってゆ
く雰囲気に包まれたコンサートでした。
賛美歌を中心に、パイプオルガンの敬
虔な音色と澄みきった歌声は、聴いて
いる私達の心を幸せにしてくれました。
日本にとって、
「クリスマス」とは、
単に、
楽しく、にぎやかな西洋のお祭りというイメージが強いと思い
ますが、今回、このようなコンサートに参加させていただいて、
改めて、西洋の人々の深い宗教的精神の一端にふれることが出
来たと思いました。
尚、このコンサートの準備で、重いパイプオルガンを地階か
ら１階へ運び上げていただいた金原会長をはじめとするキャピ
タルメンバーの皆様、本当にお疲れさまでした。
参加者 金原、菅原、八木、柳・メネット・マゴメット

HAPPY BIRTHDAY
メ

ン 五十嵐由紀
倉見 直樹
村田深砂子
仁科 保雄
メネット 正子・ダルマパーラン
八木 未穂
コメット 山口 遼子
志田 千尋
藤田 美尋
柳
智之

１月11日
１月22日
１月24日
１月31日
１月６日
１月９日
１月５日
１月11日
１月15日
１月27日

安部 英彦 １月21日
西川 欽一 １月23日
内田 雅彦 １月31日
金原

康代

１月９日

山田 遥加 １月10日
森 奈都子 １月13日
大門 皆斗 １月26日
神﨑あいみ １月31日

神﨑あいみさん、大門皆斗さん、柳智之さん、志田千尋さん、お誕生日
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。

聖句の解説 ボランティアや NGO が注目され、NPO の
隆盛が言われて久しいですが、NGO はこれまで日本に存
在しなかったでしょうか。市民活動グループ、町内会や
消防団、また、寺や教会、YMCA も NGO の先鞭だった
といってよいでしょう。
ただ、これらのグループが、高齢化、資金不足、運営
の失敗等の原因で、活力を失っている例が多いようです。
今の NGO も、この失敗例を学ばねば、同じ轍を踏んで
しまいます。特に、自分がどうしてボランティアをはじ
めたのかということが重要です。他人から感謝されたり、
何かを期待して、やるわけではありませんから。
さて、今回の聖句で述べられている子どもとは、他人
から見れば全く取るに足りない存在です。それを受け入
れるということは、外からは目に見えない行為です。こ
れが、奉仕の原点ではないでしょうか。子どものような
存在の人々に仕え、愛すること。仕えられるより、仕え
ること。これによって、イエスに仕え、神にも仕えるの
です。
「貧しい人にふれる時、わたしたちは、実際にキリスト
のお身体にふれているのです。わたしたちが、食べ物を
あげるのは、着物を着せるのは、住まいをあげるのは、
飢えて、裸の、そして家なしのキリストに、なのです。
」
（マザー・テレサ）

京都グローバルクラブ 12月４日 石倉、村田、椿森
京都プリンス・京都ウェルクラブ
12月４日 大山（謙）
、森（繁）、幡南
京都ウイングクラブ 12月５日 山田（隆）
、五十嵐、倉見

第６回

役員会議事録

2013年12月24日
（火）19:00〜21:00
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〉 次年度における次々期西日本区理
事の推薦について／2014 インターナショナルユースコンボ
ケーション募集の件／１月25日（土）アジアユースコンボケー
ション西日本区報告会 於：クライトン新大阪（金原会長・
山田会計出席予定）／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〉 １月25日
（土）
YMCA チャリティーコンサート
／１月27日
（月）
YMCA かもがわチャリティーラン実行委員会
（金原会長・山田Ｙサ委員長出席予定）
／２月２日
（日）
YMCA
国際協力チャリティーイベント 於：京都 YMCA
〈各事業委員会報告〉
YMCAサービス・ユース事業委員会 「半期報告書」につ
いて確認。／「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」について報告。／「京都 YMCA
チャリティーコンサート」について確認。
地域奉仕・環境事業委員会 「半期報告書」について確認。
／「京都部チャリティーボウリング大会」について確認。
／
「TOF 例会」について確認。
ドライバー事業委員会 「半期報告書」について確認。
／12
月例会報告ならびに１・２月例会内容を確認。
／下半期の予
定を確認。
交流事業委員会 「半期報告書」について確認。
／記念例会
翌日の東京クラブ（DBC）との交流（ゴルフならびに観光）
について確認。
／ベゼルクラブとの連絡状況について確認。
ファンド事業委員会 「半期報告書」について確認。／各種
ファンドの履歴について確認。
広報・ブリテン事業委員会 「半期報告書」について確認。
／ブリテン１月号・２月号の骨子を確認。
EMC事業委員会 「半期報告書」について確認。
／「EMC 忘
年会」について確認。／「新入会員歓迎会」について確認。
メネット会 「半期報告書」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〉 半期報告・会計報告承認の件
承認
京都 YMCA こおろぎ様 厚生労働大臣表彰受賞に対するお祝
い金の件
承認
〈その他〉
第７回三役会
第７回役員会

１月23日
（木） 於：未定
１月28日
（火） 於：ウェスティン都ホテル京都
平安の間

編集後記
さぁ、新しい年がスタートいたしました！
気持ちも新たに 30 周年記念例会へ向けて、ラス
トスパート !!
皆様、今年も宜しくお願いいたします。
広報・ブリテン委員長
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出席第一・時間厳守・親睦・奉仕・古切手収集

山口

恵

