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『恵みと慈しみの主よ、わたしに答えてください 憐れみ深い主よ、御顔をわたしに向けてください。』
詩編

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

69 編 17 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

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）

メネット主題：RSD 谷本久美子（東広島）

４

「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!

日常では体験できない事業の数々
山

YMCA サービス・ユース事業委員長

田

隆

之

今期も早いもので、９ヶ月が過ぎまし

すが、近年キャピタルクラブは全ての事業をサポートすること

た。私は、YMCA サービス・ユース事業

が慣例になっており、事業が増加し続けるとメンバーの負担も

委員長は２回目の拝命で、前回は 10 年前の田中雅博会長期で

その分増え続けることになります。また、事業に対する意識の

キャピタルクラブ設立 20 周年の年でした。仁科さんが京都部

違いも大きく、概ねいつも同じメンバーが参加され、金銭的・

長で活躍され、キャビネットも全員キャピタルから輩出されて

時間的な負担が偏っているのが、今の傾向にあると思います。

おられましたので、大変忙しい年でした。10 年前の今頃も記

しかし、多くの労力を費やし事業に参加されているメンバーは、

念例会の準備でバタバタしていた事が思い出されます。

他では得ることのできない メンバーシップ や やりがい を得

今期は２回目のＹサ委員長ということもあり、もう少し余裕
をもって事業に取り組み、委員長のカラーを出せる委員会にし
たいと思っていましたが、あまりに増えている事業に改めて驚
き、10 年前の事業計画を見直した程でした。

ているのも事実で、本来この経験を得るためにクラブに参加し
ていると言っても過言ではないとも思います。
メンバー全員が同じ価値観を共有することはできませんが、
我々の大きな目的の一つであるＹサ事業に参加していただき、

他クラブでは事業を選んでサポートされている傾向もありま

日常経験できない体験から何かを得ていただきたいと思います。

聖句の解説 月が終わり、月が始まるとき、私達は色々な思いを特にもつことはありませんか？ 何かのプランをまとめあ
げる月、新規のプロジェクトに挑む月……評価と展望に一喜一憂し、動揺のあるときもあるでしょう。この詩篇でいわれて
いるように、奔流が押しよせるような予感にかられる恐怖、深い泥沼に落ちこんでひと呑みされるような危機さえ予測して
しまうかも知れません。そんなときだからこそ、主よ、わたしに答えてください、と叫んでみましょう。御顔をわたしに向
けてください、と祈りましょう。
いや、
この難局は何とか自分の手で、自分の力で、
と過信してはいないでしょうか。もちろん大切な決心です。でもその前に、
先ずひれ伏して叫び続け、のどは涸れても
「わたしの神を待ち望んで」みましょう。わたしに答えてくださる方がおられるの
です。詩篇でも、
「恵みと慈しみの主」と云っています。わたしたちは必ず確かな救いを与えられるのです。そう信じて今月
も来月もすごしていきましょう。

YMCA サービス

YMCA、ユースとの１年を総括し、次年度に活かしましょう。

西日本区
強調月間

４月 ASF

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 ]

３

正野忠之Ｙサ・ユース事業主任（大阪河内クラブ）

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

42名
39名
41名
100%

切
手
4,745g
国内 4,700g 2,820円
外国
45g
45円
売却金額
2,865円
現金累計 62,865円
Ｅ
Ｆ
0円
Ｊ Ｗ Ｆ 10,000円
EF・JWF累計 43,200円

カラオケ
26,903円 献
血
累
計 1,028,208円 成
分
累
計
東日本大震災復興募金
成分累計

第一例会
0円
7,000円
第二例会
累
計 227,000円
第一例会
第二例会
累
計

0円
3,297円
40,809円

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 "

0cc
0名
800cc
0名

125周年
募
金

第一例会
0円
第二例会
3,658円
今期累計 46,095円
累
計 637,831円
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３月第一例会

2014年３月４日（火） 19:00〜21:00
ウェスティン都ホテル京都

リハーサル例会を迎えて
幡

南

進

覚悟を決める
菅

原

樅

一

３月８日
（土）〜９日
（日）
、チサンホテル新大阪にて、西日本
区次期会長・主査研修会に参加しました。研修を通じて深く感
じたのは、キャピタルクラブのすばらしさを、改めて思い知る
ことが出来たことです。そのすばらしさとは、親睦団体として
の楽しいクラブ運営と、YMCA 支援を柱とする様々な奉仕を
行う奉仕団体としての実践がうまく調和しているところです。
西日本区がめざしているクラブの活性化とメンバー増強の具
体的な形がキャピタルクラブに現われていると思います。
現在のキャピタルクラブは、30 年の歴史を通して、創立以
来の各メンバーの明るい気質、誠実で真摯な態度、やさしい気
持ちが形ち作られてきました。
次期、会長としての一年は、このすばらしい伝統を守り、新
しいメンバーにきっちり引き継いで行くことだと、覚悟を決め
させていただきました。

トップスクラブ 100 人例会
長谷川

幸

昌

３月 12 日、トップスクラブの３月例会「100 人例会」に参
加いたしました。約 50 名のトップスが同数以上のゲストをど
のように集め、どのような例会運営をするのか興味津々でした。
始まってみると驚くことばかり。参加者は 100 人を軽く上回
る 120 人以上。しかも他クラブからのゲストばかりでなくメン
バーゲストが多いこと。伺うと、メンバーゲストがいない例会
は稀だそうで、さらにこの例会でも２名の入会式が行われるな
ど、トップスクラブの「成長力」
「勢い」を目の当たりにしました。
講演は FM ラジオ DJ の佐藤弘樹氏。著名な方をお招きする
など、その意気込みもカナリのものです。会歴の浅い人でも積
極的に活動に参加されており、その結果クラブが一丸となって
いる印象を受けました。高坂会長の掲げられた主題「One Step
For Big Challenge」に則した活動をされていると感じました。
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2014年３月18日（火） 19:00〜21:00
ウェスティン都ホテル京都

Ｙ サ ア ワ ー

設立 30 周年記念例会まで約１ヶ月となり、瑞穂の間で本番
を想定したリハーサル例会が行われました。田中雅博実行委員
長のもと式典と懇親会の手順が確認されました。
事前に準備されたレジュメをもとに一つずつ進めますが、本
番のステージを前にしますと細かな事まで注意が注がれます。
登壇の方向、タイミング、紹介の仕方から音楽の音量、照明の
具合まで、ベストの状態をメンバー全員で確認し修正され、金
原会長の主題「さあ、みんなで 30 周年を楽しもう！」が出来
上がりました。私が例会委員長と言う大役を頂き、どうなる事
かと思いましたが、メンバー皆様の結束力、行動力に本当に感
謝するばかりです。ありがとうございます。
素晴らしいアクトの紹介、会長紹介、最後はメンバー参加の
タップダンスです。多くのお客様にこの素晴らしいキャピタル
クラブを披露できる事を考えると今からワクワクします。今ま
で準備してきた集大成です。全員で楽しみながら大成功させま
しょう。

次期会長

３月第二例会

勝

山

廣一郎

定刻通り金原会長より来月に開催されます、キャピタルクラ
ブ設立 30 周年記念例会の成功への思いをこめてのご挨拶があ
りました。
本日の講師の公益財団法人京都 YMCA 総主事 神﨑清一様
から小学生の頃、YMCA に通いキャンプ、スポーツ大好き人
間、その反面几帳面なところも持ち合わせていた事、その後、
YMCA リーダー、YMCA へ入職し現在に至る自己紹介の後、
京都 YMCA 創立 125 周年記念事業を一緒に創りましょうと、
その募集内容の説明をされました。
2014 年２月、創立 125 周年を迎えた京都 YMCA は 2011 年
10 月公益財団法人の認可を得る。リーダー会、各委員会、ボ
ランティアグループ、ワイズメンズクラブ、講師職員、YMCA
に集う活動グループ、の多くの市民の方々が参加、参画できる
125 のプログラムを募集している。
その一つに、介護・観光・語学などの人材養成を行う舞鶴
YMCA 専門学校（仮称）の計画が熱く語られ、一人の 125 歩だ
けではなく 125 グループの一歩を創りだしていきましょうと結
ばれた。
2014 年度の京都 YMCA の聖句「若者は幻を見、老人は夢
を 見 る（ 使 徒 言 行 録 ２ 章 17 節 ）― your young men shall see
visions, your old men shall dream dreams」
が印象深く心に残っ
たお話でした。

京都部メネット交流会
仁

科

節

子

３月２日
（日）
11 時 30 分から「みんなのカフェ・ちいろば」で、
25 名の参加者で開催。文字絵アーティスト・花松れいな様とお
母様をお招きして、文字絵アート作品鑑賞とお母様より「れい
なさんの 37 年の歩み 子供の成長と共に」お話がありました。
れいなさんが
３歳のころに自
閉症と診断され
障害を持ちなが
ら、 今 日 ま で 二
人三脚で障害に
寄り添って親子
で困難を乗り越
えて成長なさる
様 子、 子 育 て が
だんだん楽しみに変わり、最近では、れいなさんが自分の夢を
語れるようになられたそうです。障害があり大人になっても少
しずつ成長が有ること、諦めることなく子供のペースで楽しみ
ながら親子で出来ることを増やしてきたこと等、二人でれいな
さんの夢に向かって人生を歩むことが出来て今はとても幸せで
すと話されました。
今期、西日本区メネット国内プロジェクトの障害者に寄り
添った企画をして戴き、感動を有難うございました。
参加者
メネット 石倉、内廣、大山、仁科、正子・ダルマパーラン、
山田（ま）、柳
メン 内廣、大山（謙）、柳

３月 16 日㈰、メンバー大忙しの一日
⑴ The Ycup 第１回京都ミニバスケットボール大会
石

村

吉

宏

京都市横大路運動公園体育館で行われました。キャピタルメ
ンバーは、９時 30 分集合。
今回は、焼きそばで、上から長方形
の薄焼き卵をのせて Ycup の文字をケ
チャップで描くと言うものです。体育
館前の東屋で早速食材の仕込みが始ま
りました。キャベツ、人参、玉ねぎ、
豚肉を切り分けているとすぐに 11 時
の提供開始の時間になりました。風が強くてガスの炎が落ち着
きませんでした。
多くの子ども達が次々とやって来て、屋外で美味しそうに食
べてくれました。食べ終わった後、チームごとに「ごちそうさ
までした」
「ありがとうございました」と礼儀正しく挨拶をしに
来てくれました。１時半頃にようやくメンバーもトップスクラ
ブの豚汁をいただきながら焼きそばを食べることができまし
た。午後２時の提供終了の
後、片付けをして、２時 45
分頃散会となりました。
参加者
五十嵐、石倉・メネット・
コメット、石村、内田、
岡本、
神﨑、
菅原、
田中（升）
・
コメット、山田
（隆）
、
山田
（英）
、柳

⑵ ワイズメンズクラブ京都部
2014 年チャリティーゴルフ大会
内

廣

健

毎年恒例の「京都部ワイズ・チャリティーゴルフコンペ」が
ウエストクラブのホストにより滋賀県の大甲賀 CC 油日コース
で 13 クラブ総勢 80 名の参加に依って開催され、我がキャピ
タルクラブからは当日京都 YMCA のオープン行事が２〜３重

リトセン

石窯でピザ！
内

田

雅

彦

３月 21 日、「おはようございます」爽やかなキャピタルメン
バーがリトセンに集まってきます。
まず YMCA の藤尾さんからの説明を聞いて、キャピタル担
当は当然ピザです！まず火を起こす作業ですが、火の神さま山
田（隆）さんの出番です！この木は桜の木やから高価やでと言い
ながらバンバンピザ窯に放り込み温度を
上げる！素晴らしい！流石！火の神さん
です。みるみるうちに温度が上がり、他
のメンバー達は材料の準備、ピザを作る
テーブルを用意したり、あっ！けんちゃ
ん、包丁とかまな板、あと食材を切った
時入れるバットあるかな？と聞くとハイ
といってピザ窯の所から上の調理場に一
目散にに駆け上がり、必要であろうと思
う物を全て持ってきてくれる、流石リト
センの申し子、何が何処にあるか謙ちゃ

なった為、香山、幡南、西川さんと私で４名程の少数参加とな
りました。
寒暖入り乱れる季節の変わり目とあって懸念されていた当日
の天候も、幸いなことに絶好のゴルフ日和に恵まれ気分爽快に
プレーを堪能することが出来、キャピタルクラブの成果としま
しては団体４位。個人賞では幡南さんが 10 位入賞されドラコ
ン賞とニアピン賞を各１ケずつゲット。西川さんがニアピン賞
を２ケもゲット。香山さんは残念ながらハンディが辛口となっ
て 0.2 ポイントの差でトビ賞を逃され、かく言う私はと申しま
すと、皆様の足を引っ張らないことだけを目的に楽しく元気に
プレーさせて頂き大満足の楽しい春の一日でした。

⑶ 福知山クラブ設立 50 周年記念例会
仁

科

保

雄

福知山クラブの元気人の集まりに感激
京都から金原会長、田中雅博キャピタル 30 周年実行委員長、
柳メネット主査そして私と４名が同乗して福知山クラブに行っ
てまいりました。
いつもながら、古参のメンバーの皆さんに出迎えていただき
ました。もう何回か忘れてしまいましたがクラブ訪問をさせて
いただいていますが、メンバーの皆さんの変わりのない元気さ
に驚かされます。
70 歳を過ぎて活動が鈍ってしまっている私よりなんと活気
があることか、歳だなんて言っていられないほど私たちに元気
を与えていただきました。
今もってクラブの活動は正月の子供たちの書初めに始まり、
夏は川で魚と子供たちと共に戯れるこの事業を何十年と続けて
こられた努力に頭が下がる思いでお話を聞いていました。
今、私たちは 30 周年でよくやってきたと思っていましたが、
福知山クラブを拝
見し、お話を聞か
せていただき、こ
れからだという思
いが全身を駆け巡
りました。帰りに
は同席された八木
広報主査も同乗さ
れにぎやかな帰途
となりました。
んに聞けば全てわかる。素晴らしい！
参加者の親御さん達が集まって来られ、みんなで食材を刻ん
だり調理準備が整いました。ピザ作ってもいいかな？なんて
いっていたらポツポツと雨が、テーブルを屋根のある所に避難
して、さぁ、ピザを作ろうと、ちょっと待って窯の温度みます
火の神さんが（山田（隆））一度試し焼きしなあかんな、うっ〜ま
だ火の温度低いなも〜ちょっとまってーなんて言いながら……
朝は清々しい天気でしたが雨が降り出し、雪が降り出し、あ
られも降り出し、なんて天気になったんでしょうか？そんな事
はお構いなしに皆さんピザ作りにハマっておりました。ほぼ全
員の方がピザ作りにチャレンジして楽し
めたんじゃないでしょうか？
他にも鯛の塩釜やチキンを焼いたり汁
物などいろいろあって、良かった良かっ
た。
参加者
石倉・メネット・コメット、内田、
大山
（謙）、金原、菅原、八木・メネット・
コメット３名、柳・メネット、山田（隆）
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ご 卒 業お め で と う
ファンド委員長

石

第９回
倉

尚

３月９日（日）午後二時より三条 YMCA マナホールで 2013
年度卒業リーダー祝会が催されました。今年は、アウトドアク
ラブ 18 名、キャンプ４名、わんぱくチャレンジクラブ３名、
計 25 名の卒業です。OB・OG の参列が多いのか満席で現役リー
ダーは後ろから横の壁まで立ち見です。
礼拝では、門脇光禅司祭による奨励です。前奏に始まり後奏
まで心洗われるひと時でした。式典では恒例の在京ワイズから
の卒業文集の贈呈と卒業リーダーのスピーチです。YMCA で
の学びや思い出、出会いを短時間で語るのはとても難しいこと
です。涙あり、笑いありの立派なスピーチでした。祝会の後は、
これも毎年恒例の夕刻からの ちょっと一杯 です。YMCA
の話で盛り上がり充実した一日を与えられました。この循環が
YMCA の YMCA たる所以なのでしょう。ご卒業おめでとう
ございます。
出席者 石倉、岡本、金原会長、山田（隆）Ｙサ委員長、山田（英）
（５名）
PS. 昨年は例会としての参加でしたが、少しさみしい参加人
数でした……。来年は多くのメンバーでお祝いしたいものです。

サ バ エ芝 生 ワ ー ク
メネット会長

石

倉

博

子

３月 23 日
（日）
、
９時集合でサバエ芝生ワークが始まりました。
朝から天候に恵まれ芝生は新シャワー棟から旗揚げ広場まで、
北ゲートからメインキャビンまでの一部、東サイトの各キャビ
ン前の広場まで貼られました。参加者は、キャピタルクラブ７
名、ウイングクラブ 10 名、洛中・みやび・プリンスクラブ各１名、
リーダー OB・OG ３名、OB コメット２名、計 25 名でにぎや
かなワークとなりました。私と娘は、
汗を流しワークをしてらっ
しゃるワイズメンの方には申し訳ないことでしたが OB のご家
族とともにサバエキャンプ場目の前の砂浜で流れ着いたボール
で遊んだり、貝殻を集めたりして楽しく過ごしました。
そして熱心なワークの結果、12 時過ぎには芝貼りも終了し
解散となりました。夏の開設準備ワークの時には、新しく貼ら
れた芝生もきれいな緑の芝生になっていることを楽しみにして
います。連日のＹサ事業、山田隆之Ｙサ委員長をはじめ、皆様
お疲れ様でございました。
PS. 手作りランチは自宅で食べました。
参加者 石倉・メネット・京コメット、金原、菅原、山田（隆）
、
山田（英）

HAPPY BIRTHDAY
メ

ン 橋本
森

眞一 ４月３日
常夫 ４月25日

石村

吉宏

４月６日

メネット 幡南 陽子 ４月９日
山田まゆみ ４月17日

田中佳津子 ４月11日
藤田 裕美 ４月18日

コメット 石倉
周 ４月６日
香山 耀平 ４月28日

山口 太樹 ４月10日
田中 彩音 ４月30日

石倉周さん、香山耀平さん、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。

HAPPY ANNIVERSARY
石村 吉宏・しのぶ
内廣
健・嘉 子
橋本 眞一・佐惠子
−4−

ご夫妻 ４月３日
ご夫妻 ４月14日
ご夫妻 ４月17日

役員会議事録

2014年３月25日
（火）19:00〜20:00
ウェスティン都ホテル京都 比叡の間
〈西日本区・京都部報告〉
４月26日
（土）熊本スピリットクラブチャーターナイト／６
月７日
（土）東日本区大会 大会：浅草公会堂 懇親会：浅
草ビューホテル 登録申込：３月３日〜４月15日 登録費
19,000円
（８日は礼拝 ･ エクスカーション）
／６月14・15日（土・
日）西日本区大会 大会：シンフォニア岩国、懇親会：岩国
国際観光ホテル 登録申込：２月３日〜４月30日 登録費：
18,000円／８月７日〜10日 国際大会 インド
（チェンナイ）
／４月26日
（土）京都みやびクラブ石田行雄会長お別れ会
於：ホテルセントノーム京都 18：30〜20：30／５月11日（日）
京都めいぷるクラブ 30 周年記念例会 於：ウェスティン都
ホテル 登録受付：14：00〜
〈YMCA 報告〉
５月18日
（日）
京都YMCA鴨川チャリティーラン
〈三役会報告〉
次々期 EMC 事業主任の件／各事業実施報告書提出の件（西
日本区提出締切 ４月10日）
〈各事業委員会報告〉
YMCAサービス・ユース事業委員会 YMCA サービス・
ユース事業委員会／
「2013年度京都 YMCA 卒業リーダー
祝会」「The Y cup」
「チャリティーゴルフ」
「石釜でピザ
作り！」「サバエ芝生ワーク」について報告。
／「第10回京
都 YMCA かもがわチャリティーラン」について確認。
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」決算報告。
／「TOF例会」献金金額について報告。
／
「各種献金」送金状況について報告。
／「メタセコイヤフェス
ティバル」
について確認。
ドライバー事業委員会 ３月例会の報告ならびに４・５月
例会の内容を確認。
／「メンバーゲスト強化例会」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。
／「出席率」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。
／「４月合同委員会」
「宝くじファンド」
「第２回マージャ
について報告。
ン大会」について確認。
／「ハムファンド」
広報・ブリテン事業委員会 ブリテン４月号・５月号の骨
子を確認。
EMC事業委員会 「YES 献金」について報告。／「EMC 事業
懇親会」
について報告。
メネット会
30 周年記念委員会 「30 周年記念例会」登録者数等につい
て確認。
〈審議事項〉 京都みやびクラブ石田行雄会長お別れの会の件
承認
〈その他〉
第10回三役会 ４月17日（木） 於：未定
第10回役員会 ４月22日
（火） 於：ウェスティン都ホテル京都
平安の間

編集後記
すっかり、暖かくなり春の陽気ですね。
いよいよ、30 周年記念例会です。ワクワクとド
キドキ感でいっぱいですが、皆さん、思いっきり
楽しみましょう！
広報・ブリテン委員長

出席第一・時間厳守・親睦・奉仕・古切手収集

山口

恵

