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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）

１
在籍者数　　42名
第一例会　　35名
第二例会　　34名
メイクアップ　10名
出 席 率　95.2%

ＢＦ現金　60,000円
切手（12月）　　150g
現金累計　60,000円
切手累計　　2,115g
EF・JWF　　　　0円
EF・JWF累計　15,000円

第一例会　　49,000円
第二例会　　11,000円
累　　計　203,000円

東日本大震災復興募金
第一例会　　　　0円
第二例会　　2,901円
累　　計　30,765円

合同委員会　　6,000円
大山ハム　23,980円
宝 く じ　　　520円
累　　計　996,505円

献　　血　　　0cc
成　　分　　　0名
累　　計　　800cc
成分累計　　　0名

第一例会　　4,192円
第二例会　　　　0円
今期累計　　35,279円
累　　計　627,015円

ひとりひとりの思いやりの心が大きな実を結びます。献金にご協力ください。
生雲文枝地域奉仕・環境事業主任（大阪なかのしまクラブ）２月
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自分を低くして、この子どものようになる人が、天の国でいちばん偉いのだ。
マタイによる福音書　18 章４節

　まずは上半期、多くの事業が無事
終えることが出来ましたこと、メン

バーの皆様、メネットの皆様、ご家族の皆様のご協力が
あってのことと、心より感謝申し上げます。
　入会して 11 年目を迎える今年、今期は役員から外れ
るのかなと思っていたら、金原会長より連絡をいただき、
今のキャピタルクラブは僕なんかがならなくても、十分
な実力のある若手の方々がおられるのでと辞退はしてみ
たものの、四つめの委員長をお引き受けすることとなり
ました。
　初めての地域奉仕・環境事業委員長ですが、今年は事
業が増えているような感じを受けていました。『祇園祭
清掃』に始まり、『懇談会』があり、例年の『ふれあい
広場』、『AIDS 文化フォーラム』、最多メンバー参加の『ベ
テスダまつり』、八木主査の『京都バリアフリーコンサー
ト』に加え、献金の一部早目の実施、上半期だけでこん

なに充実した事業は今迄になかったような気がします。
　今期は委員会メンバーも多かったので各事業を担当制
とし、それぞれ担当委員が中心となって頑張っていただ
いております。委員長一人が中心となって進めていくの
と比較してはおかしいのかもしれませんが、それぞれの
キャリアや個性に合ったやり方や意見も出てきたりと、
プラス面は多いように思います。また例年以上にご協力
いただいている皆様に、すごく感謝しております。
　年が変わって残り半期、まだまだ事業は続きます。
『TOF例会』、今年はホストとして行う『京都部チャリ
ティーボウリング』、最後の最後『リトセン・メタセコ
イヤ・フェスティバル』これらすべての事業には皆様の
ご協力が欠かせません。委員会メンバーも力を合わせ頑
張っていきますので、引き続き皆様のご協力を宜しくお
願い致します。

TOF・CS・FF

四つめの委員長を引き受けて
地域奉仕・環境事業委員長　　瀬　本　純　夫
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半　期　総　会
書　記　柳　　　慎　司

　前日、クラブ書記として、半期総会資料を印刷し、会場入り
させて頂きました。クリスマス例会、新年例会と続き比較的ラ
フな雰囲気から一転　緊張感の総会会場　いいものです。この
緊張感があるからこそ、唯の「仲良しクラブ」ではなく「ワイ
ズメンズクラブ」たる由縁と思われます。
　金原会長挨拶も少々緊張気味、クラブを預かる総責任者とし
て、クラブ事業と会計の是非を問われる事に誰しもが緊張の一
時です。本日の司会は森常夫さん。ベテランだけに、先ずは緊
張を和らげる司会進行となります。
　会長指名にて議長は大先輩の石村さんです。
　先ずは、五十嵐書記より定足数の確認。会則の出席者数を満
たしていますが、欠席者がいる事は大変残念でなりません。
　各事業委員長から半期事業報告「第一号議案 2013 年～ 2014
年度半期事業報告」は無事承認、続いて長谷川会計より「第二
号議案 2013 年～ 2014 年度半期会計報告」も無事承認となりま
した。
　質問等がない総会に少々物足りなさを感じましたが、役員側
も質問、動議等が出ないように、それはそれで、各事業委員長
は慎重にかつ繊細に事業を遂行し、事業報告書を作成されてお
りますので、当たり前かも知れません。
　下半期事業も数多くありますが、30 周年記念事業も合わせ
て、全メンバー一丸となって進めて参りましょう。

新　年　例　会
椿　森　昌　史

　今回は、円山公園の「京料理いふじ」にて新年例会。自分自
身、初めての新年例会です。会場に入ると新年の挨拶があちこ
ちで飛び交っていました。ゲストとして正野忠之Yサ・ユー
ス事業主任、遠藤通寛阪和部書記、メネット、特別メネットを
迎え、新年に相応しい賑やかな幕開けとなりました。
　金原会長より今年度の中間地点、また 30 周年に向けての挨
拶をいただき、菅原次期会長の乾杯により会食が始まりました。
会食の後には菅原次期会長より、次期三役の発表があり、副会
長に石倉さん、山田（隆）さん、書記に八木さん、森（繁）さん、
会計に内田さん、山口（恵）さんが就任され、安定感がある新三
役のように感じました。
　最後にはゲストを含め、メンバー全員の「ニコニコ」があり、
それぞれの今年の抱負を発表、楽しく話されている中にも真剣
な意気込みが伝わる「ニコニコ」であったと思います。
　いよいよ４
月５日（土）に
は「 設 立 30
周 年記念例
会」です。全
員全力でラス
トスパートを
楽しんで行き
ましょう。

ズ演出まで。まあ、
まるっきりの嘘では
ないので何も言わな
いでおきましょう
（笑）
　福知山クラブの皆
様の YMCA とワイ
ズにかけるスピリッ
ツ、これはもう皆が
お手本にしたい素晴
らしいもの、そこに一点の迷いもありません。しかし高齢化の
進むその在りようは全国のワイズが抱える大きな爆弾の中でも
導火線が短かいであろう現実。その悩みを自ら吐露される理事
長のお顔が、何とも言えず寂しそうだったのがなにより印象的
でした。
　帰りの車の中、Yサ委員長の独り言です。「福知山クラブ、
良いクラブやな。なんとか盛り立てなあかんな……キャピタル
から誰かしばらく派遣したらいいんちゃう？　若い人いっぱい
いるし……」これをごらんの若い方々、しばらくしたら次期副
会長が肩を叩きに行くかもしれません（笑）　その節はご協力を
よろしくお願いしますね。
　30 周年の節目に多くのクラブへ若いメンバーが訪問できた
こと。これも何かの巡り合わせです。そして他クラブの雰囲気
を感じることで自クラブの良さや弱点がよく見える。言い換え
れば立ち位置が分かる程に視野が広がっていくという事なので
しょう。
　これからも折にふれ外へ出かけていきたいと思います。もち
ろん若い方々を誘って（笑）　肩、たたきに行くぞー！

小中学生席上書初大会
会　計　山　田　英　樹

　１月 11 日、まだまだお正月気
分が抜けない土曜日、山田（隆）と
山田（英）の二人旅、少し寂しいな
がらも今日も仲良く福知山へ出発
です。
　道路標識がマイナスを示す厳し
い冷え込みの中、道端には中丹を
中心に降った昨日の豪雪の名残が
ちらほら。目的地に近づくほどに
その量も増えていきます。

　しかし今年度のYサ委員会はアグレッシブです！　ついに
京都市内を飛び出して福知山クラブの事業へまで参戦するので
す。毎回のお供もまずまずの忙しさ。
　「小中学生席上書初大会」、聞きなれぬ名前です。意味を伺っ
たところ「その場でお題を出して書初する」珍しい運営方法だ
とか、そしてなにより感嘆すべきはその歴史、今年で 37 回目
の開催だそうで、親子二代にわたってお正月の楽しみとしてお
られる方々も多いそうです。
　福知山クラブの皆様の歓迎ぶり、これはもう本当にすごかっ
た。「ありがとう、よく来てくれた！」と次から次に全員が３
回ずつ程もお礼を言いに来て下さり、本当に心から喜んでくだ
さっているのだなと感激してしまいました。しかも京都部役員
が遅参されたこともあり、なぜかダブル山田を「上部団体の京
都部からの元偉い人」として開会式でご紹介いただくサプライ

１月第一例会 2014年1月11日（土）　19:00～21:00
京 料 理 　い ふ じ １月第二例会 2014年1月21日（火）　19:00～21:00

ウェスティン都ホテル京都
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ヨ　　ッ　　ト
亀　井　久　照

　昨年の６月のある土曜日の夜に、ようやく仕事を終えてヨット
ハーバーへ出掛けようとしていた時に携帯が鳴りました。ハーバー
から電話でした。その日は風雨が強かったので舫いロープでも切
れたのかな？と一瞬頭をよぎりました。すると、ハーバーマスター
から、さえない声で「すみません。船が沈みました」。ゲーッ！絶
句しました。最も楽しい空間と時間を失ってしまいました。それ
からは海に行く機会が減り、リフレッシュ出来ずストレスが溜まっ
ていきました。
　ある日、ハーバーの仲間にヨットに乗せていただいたのですが、
ヨットは風の力で走るので自転車ほどのスピードしか出ません。
しかしボートのようなエンジンの轟音はせず、風と波を切る音し
か聞こえずとても爽快でした。ボートを失い、ヨットの楽しみを
得る事が出来ました。
　今は、琵琶湖に５人で 22 フィートのレーシングヨットをシェ
アーしており、新米クルーとして２回ほどレースに出ました。５
人全員の息が合わないと早く走れないのですが、ヨットに乗って
いる時は全てを忘れて楽しむ事が出来ます。
　今年の釣り同好会では釣りとセイリングが出来るように準備し
ていますので、是非参加してください。気持ちいいですよ。

私の人生そのもの！
山　口　　　恵

　今、最も楽しんでいることと言えば、毎日、朝から始まります。
　まずは朝早く起きて、上の息子のお弁当を作ります。そして、
下の子を起こし朝食をとらせて、保育園に連れていきます。その
間に旦那さんが知らぬ間に仕事に出かけています ^^;
　私の母がニコニコしながら片付けをしてくれています。
　そんな何気ないどこにでもある光景ですが、私にはかけがえの
ない楽しみ、幸せです。
　そしてここからが私の本当の楽しみとなります。「ザ・仕事です！」
　人と人の縁を結ぶという大変なお仕事ではありますが、沢山の
方に出会って幸せになっていただく……。こんなに楽しくて嬉し
いお仕事はありません。
　人生色々とありますが、私の人生は最高だと思っています！
　そして、キャピタルクラブの皆さんにも出会えて、さらにこれ
からも超最高の人生にしていきます。

2013AYC（アジアユースコンボケーション）
西日本区報告会

会　長　金　原　弘　明

　１月 25 日（土）、ホテルクライトン新大阪にて、昨年７月 31
日から８月４日にかけてフィリピンで行われた、アジア地域大
会でのAYCの西日本区報告会が行われました。
　会場は約 100 名の参加者で溢れ、第１部では、AYCに参加
した 10 名のユースのみんなが順番でプログラムの内容の報告
を行いました。自分たちより随分年上の大人達が注目する緊張
の中であったにも関わらず、ユースのみんなの報告は堂々とし

たもので、何より「参加して良かった」という気持ちが前面に
出ている報告を、参加者全員が温かい目で見守っていたのが印
象的でした。
　第２部は、会場の参加者も誘ってユースのみんながステージ
で踊り出すという演出で始まりました。アジア地域大会のプロ
グラムの一つでもあるAPナイトの再現です。アジアユース代
表に選ばれた沖麻美さんが大会最終日に行ったスピーチの再現
もあり、参加者全員がアジア地域大会やAYCの場にいるよう
な気分にしてくれました。
　そんな素敵なプログラムの内容も演出も、全てユースのみん
なで試行錯誤して考えたそうです。始まりから終わりまで、終
始若者のパワーと可能性を感じた報告会でした。
　　参加者　金原、菅原、仁科、山田（英）

相棒はメネット
岡　本　尚　男

　1937 年３月 31日生まれの私は肺結核の手術をして３年遅れで
高校に復学した。19歳の高校２年生は生徒会の副会長をしていた。

生徒会の部屋の前が放送部の部屋で校内放送をしていたのが太下
都だった。
　20歳で卒業したが鍋底景気と言われる不景気の時代で、病気あ
がりの私を雇うところはなかった。５月になって中央市場の仲卸
の会社が拾ってくれ、６月に就職をしたが競台で競りをさせられ
満足な仕事が出来ず、25日の給料日に 7,000 円を頂いて退職した。
　父とは 12歳で死別。母が４人の子供を育てていたが私が卒業と
同時に病気で働けなくなり、５人家族の生活が私にのしかかって
いた。やむをえず始めたのが謄写印刷業で今に続いている。その
創業から支えてくれたのが太下都であった。
　1960 年に結婚して以来今日まで、裸一貫の私を支え病身の母と
幼い妹の面倒を見てくれた。昨年の腎細胞癌の開腹手術は実に 60
年ぶりの大手術であった。それを心細い思いで支えてくれたのも
相棒のメネットである。

いつまでも変わらない関係
田　中　升　啓

　絆というと何かえらく重い言葉になるのですが、ふと考えてみ
ると小学校からの幼馴染の友人３人との変わらない関係がすごく
いい絆になっているのではないかと思います。
　その友人達とは小・中・高と同じ学校に通った間柄です。最近
お互い忙しく、数か月に１度会って飲みに行くといった関係なの
ですが、すごく心地の良い関係です。仕事も今置かれている環境
も違うのですが、みんな集まると学生だった頃に一気に戻れます。
　あの頃から大人になって、日々仕事でもいろいろとあり、自分
自身も良くも悪くも昔と変わってきていると思うのですが、その
友人たちと会うときは、正に昔のままの自分に戻っているのでは
ないかと思います。今の自分と昔の自分、僕の中ではどちらも大
切な自分自身です。
　これから先、もっともっと年齢を重ねていったとしても、そう
いった昔に戻れるような関係でいられる、気楽な絆をいつまでも
変わらずに深めていきたいと思っております。

YMCAサービス事業
山　田　隆　之

　今期、久しぶりにYサ委員長を拝命し、あまりに多い事業に戸
惑いながらも楽しくやっています。ちょうど 10 年前、キャピタ
ル 20周年で田中雅博会長の時に、Yサ委員長をさせていただきま
した。会社は全焼、車は高速道路での事故で全損、税務署の調査
……あまり思い出したくないほどひどい厄年でしたが、１年を終
え、清々しく引き継ぎ例会を向かえたことを覚えています。
　それから 10年、一時メンバー数が激減した時期もありましたが、
42名のメンバーで 30周年を迎えることができました。メンバー
シップを築くのは当然、例会が中心だと思いますが、ワイズメン
ズクラブの最も重要な事業の一つでもある Yサ事業に参加して、
例会では味わえない絆を感じてみませんか！
　草刈りに汗をかき、子供と一緒に慣れない料理を作ったり、よ
り一層の絆が生まれる事業です。
　今年度、まだ一度も参加されていないメンバーがたくさんおら
れます。あと半期、30周年を機に切っても切れない太い絆を結ぶ
ためにも、Yサ事業に是非ご参加ください。

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
　１月は行く、２月は逃げる、３月は去ると言い
ますが色んな事に振り回され、30 周年を迎えるこ
とがないよう、１日１日を大切に素晴らしい 30 周
年記念例会を迎えたいと思います！

広報・ブリテン委員長　山口　　恵

メ　　ン　柳　　慎司　２月７日　　吉井　崇人　２月11日
　　　　　森　　繁樹　２月20日　　石倉　　尚　２月24日
メネット　仁科　節子　２月２日　　内田　直子　２月６日
　　　　　椿森　　光

ひかり

　２月11日　　神﨑　陽子　２月19日
　　　　　瀬本　吉美　２月28日
コメット　山田麟太郎　２月２日　　藤田　大貴　２月11日
　　　　　菅原　啓人　２月12日　　長谷川呼春　２月14日
　　　　　金原　拓未　２月21日　　柳　　真之　２月25日
　　　　　村田　亜紀　２月27日　　山口　愛乃　２月27日
柳　真之さん、菅原啓人さん、村田亜紀さん、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、最後
の掲載となりますが、今後のご活躍をお祈りしております。

勝山廣一郎　憲　子　ご夫妻　　２月４日
山田　隆之　まゆみ　ご夫妻　　２月18日
内田　雅彦　直　子　ご夫妻　　２月23日
椿森　昌史　　光

ひかり

　　ご夫妻　　２月28日

京都YMCAチャリティーコンサート
次期会長　菅　原　樅　一

　京都YMCAチャリティーコンサートが１月 26 日（日）、京
都府民ホール　アルティで開催されました。このコンサート
は、インドのランチYMCAが取り組んでいる「ハンセン病患
者およびその家族の自立支援事業」に対してのサポートと京都
YMCAの諸活動運営への支援を目的としています。
　キャピタルクラブでも、協賛企業として、又、個人のチケッ
ト購入を通して、応援させていただいております。
　コンサートは、邦楽アンサンブル“みやこ風韻”により、春
の海、平家物語より祇園精舎、世界の民謡メドレーなどが演奏
され、尺八、箏（こと）、琵琶の美しい音を、ゆったりしたここ
ちで和やかに楽しませていただきました。ことに、尺八の軽や
かで澄んだ音色が印象的でした。

〈西日本区・京都部報告〉　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、菅
原、仁科、山田（英）出席）／次年度における次々期西日本区理
事推薦について／YES 献金について　200円/人／４月26日
（土）熊本スピリットクラブチャーターナイト／８月７日～10
日（木～日）国際大会　インド・チェンナイ参加募集の件／２
月９日（日）10：00～　第３回京都部評議会／２月16日（日）東
稜クラブ 10周年記念例会　13名出席予定／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
部チャリティーボウリング大会／３月２日（日）京都部メネッ
ト交流会（於：みんなのカフェちいろば）／３月16日（日）チャ
リティーゴルフ大会　於：大甲賀カントリークラブ

〈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、山田（隆）出席）／２月２日（日）YMCA国際協力チャ
リティーイベント　於：京都 YMCA／３月15日（土）・16日
（日）　The Y cup 第１回京都ミニバスケットボール大会　
※１月 29 日（水）実行委員会　山田（隆）・山田（英）出席予定

〈各事業委員会報告〉
・YMCAサービス・ユース事業委員会　「国際チャリティー
イベント」「The Y cup」「チャリティーゴルフ」「Yサ例
会」について確認／「京都YMCAチャリティーコンサート」
について報告
・地域奉仕・環境事業委員会　「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／「災
害時積立金」について確認
・ドライバー事業委員会　１月例会の報告ならびに２・３月
例会の内容を確認／下半期の予定を確認／「災害時積立金」
について確認
・交流事業委員会　記念例会翌日の東京クラブ（DBC）との
交流（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／「災害時積立金」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／
「第２回カラオケ大会」について確認／「災害時積立金」に
ついて確認
・広報・ブリテン事業委員会　ブリテン２月号・３月号の骨
子を確認／「災害時積立金」について確認
・EMC事業委員会　「新メンバー歓迎会＆ 30 周年記念例会
に向けて盛り上がろう会」について確認／「災害時積立金」
について確認
・ 30 周年記念委員会　「30 周年記念例会」決定事項等につ
いて報告
・クリスマスPT　「クリスマス例会」について報告

〈審議事項〉　特になし

〈その他〉　
第８回三役会　２月20日（木）　於：未定
第８回役員会　２月25日（火）　於：ウェスティン都ホテル京都
    　平安の間

聖句の解説
　イエスが、弟子たちに向って“自分を低くして”という
のです。それは“この子どものようになる”ことだという
のです。弟子たちは大人ですから、少々理解し難いことの
ようです。素直とか謙虚な性状のように思われます。
　有名な山上の説教に「柔和な人々は、幸いである。その
人たちは地を受け継ぐ。」という“柔和な”と通じる内容
を指しているようです。“天の国でいちばん偉い”は神に
最も喜ばれ祝福されるということではないでしょうか。
　生まれたての子どもは母親の名前を知らないうちから自
らの母親がこの人と判っていて、100 パーセント愛の中に
生きていて、100パーセント信頼しています。“神は愛なり”
と言われますから、幼子は愛に素直に従って生きて成長し
ます。その後、頑固な大人になりがちです。わたしが正義
であり、わたしが神であると思う人さえ出てきます。だれ
が一番偉いかは、天の国の神の判断（審判）が最終であると、
告げていると思われます。
　弟子たちが偉さを気にしたように、周りから“先生”と
か“社長、部長”とか毎日呼ばれる立場にある人々に、こ
の聖句は大切な糧となることでしょう。なぜなら、神さま
が見えなくなる危険に近く、質素なこころは神さまがよく
見えて、愛を知る喜びが溢れて、感謝が湧いて来る日々に
なるからなのではないでしょうか。

2014年１月28日（火）19:00～20:25
ウェスティン都ホテル京都　平安の間

第７回　役員会議事録

HAPPY BIRTHDAY

HAPPY ANNIVERSARY


