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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）

LTの機会をすべての会員で共有しましょう。自身の学びをメンバーとの親睦と
クラブ活性化につなげましょう。  高瀬稔彦理事（岩国みなみクラブ）５月

2014.  ５.  １　発行
第33巻　第11号

通巻370号

2014　５

『家畜のためには牧
ぼく

草
そう

を茂らせ　地から糧
かて

を引き出そうと働く人間のために　さまざまな
草
くさ

木
き

を生
は

えさせられる。』  　　　詩編 70 篇 14 節

　今期も、後二ヶ月あまりになりました。
　金原会長よりドライバー委員長の拝命

を受けた当初は、私には苦手とする分野での役職でお断りする
事は考えませんでしたが、大変な一年になる事だけは確信して
しまいました。常々、「例会とは」という事を飲み会の席・委
員会の席等で耳にしておりましたので考えれば考えるほど頭の
中がごちゃごちゃになって行きました。
　しかし、今期のドライバー委員会は力のある委員の皆様ばか
りで助けられっぱなしの一年だったなというのが本音です。
　講師の方を選任する際も、私が一番苦手なことなので候補が
全く出せずにいました。
　その中でも、候補の講演者を紹介して頂き、講演者の偏りが
出ないようにバランスを考え多大なご尽力を頂いた森常夫さ
ん。山田英樹担当三役。私の作成する資料の誤字脱字・段取り
を的確にアドバイスして下さる内田さん。例会当日、ほぼ全て
の準備を助けて下さった菅原さん。これからの話ですが、今期
も終盤にかかり講演者に困っていた時に、志田さんのご提案に
より今までにない例会を皆様にお届けできる予定です。

　正直、例会運営をする立場として例会毎の出席率が上がらな
かった事には責任を感じて、残念にも思っております（毎月の
出席率の計算とは別に、２回の例会を 100%の出席にしたかっ
た）。正直、私の力不足だと思います。
　今期のドライバー事業方針に記載してある、西日本区で一番
楽しくも凛とした厳粛な例会運営をさせて頂いていたのですが、
私の心の中で強く思っていたのが18時59分にアナウンスを入れ
て、19時に例会開始、会長の開会点鐘・閉会点鐘、21時に例会終
了そんな当たり前の例会運営を一年間目指しておりました。
　何度かは、やむなく時間を超えてしまった例会もありました
が、キャピタルらしく凛とした例会！だったと在籍９年ですが
そのように解釈していました。
　YMCAの歌が２番まで歌えない例会も何度かありました。
本当に悔しかったです。
　今期のドライバー委員会の出来は如何でしたでしょうか？
　私の感想としては、当り前の事をする大変さを身に染みて感
じた一年でした。
　後、少し頑張ります。

LT
leader-training

４
在籍者数　　42名
第一例会　　41名
第二例会　　38名
メイクアップ　　5名
出 席 率　　100%

切　　手　　　　0g
現金累計　62,865円
Ｅ　　Ｆ　　　　0円
Ｊ Ｗ Ｆ　　　　0円
EF・JWF累計　43,200円

第一例会　　　　0円
第二例会　　6,000円
累　　計　233,000円

東日本大震災復興募金
第一例会　　　　0円
第二例会　　3,033円
累　　計　43,842円

合同委員会　　10,400円
ハムファンド　　21,000円
宝くじファンド　　　　250円
累　　計　1,059,858円

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

第一例会　　　　0円
第二例会　　3,265円
今期累計　　49,360円
累　　計　641,096円

ドライバー委員長を拝命して
ドライバー委員長　　吉　井　崇　人
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キャピタルスピリッツを感じた記念式典
直前会長　山　口　雅　也

　香山さん、山口恵さんの司会進行のもと、金原会長の開会点
鐘で式典が幕を開けました。金原会長の堂々としたご挨拶は、
半年以上にわたり30周年記念例会に向けてクラブを引っ張っ
てこられた自信と
情熱のあふれる素
晴らしいものでし
た。
　大山孜朗さんに
よる祈祷は、キャ
ピタルのチャー
ター当時のことな
どにも触れられ、
とても感銘を受け

　いよいよ京都キャピタルワイズメンズクラブの30周年記念例会が盛大に開催されました。緊張感の中、
金原会長の開会宣言・点鐘から始まり、ご来賓の方々にご祝辞を頂戴いたしました。さらに、25周年以降
の会長５名の紹介に続き、30周年記念事業アクトの紹介、目録の贈呈が行われ、滞りなく式典を終えるこ
とができました。
　続いて、第二部懇親会が藤林真理先生によるタップダンスから華やかに始まりました。菅原次期会長の開
会の挨拶に続き、桂厚子京都部部長よりご挨拶を頂戴いたしました。続いて、ご来賓の方々、金原会長での
鏡開きが行われ、乾杯のご発声は東京クラブ神山巍会長よりいただき、和やかに食事、歓談へと移っていき
ました。
　食事中には、とても素敵なフラダンスがあり、最後には、メインアトラクションであるキャピタルクラブ
の華麗なるタップダンスチームで懇親会は大変盛り上がりました。最後に、田中30周年記念実行委員長よ
り謝辞があり、楽しく懇親会を終えることができました。
　その後、東京クラブとの感謝の集いがあり、さらに交流を深めることができ、翌日のゴルフ、観光も肌寒
い中ではありましたが、楽しく終えることができました。東京クラブの皆様、本当に有難うございました。
　私達キャピタルメンバーもそれぞれの役割を無事に終えることができ、ホッとしております。とても楽し
く充実した一日にすることができましたのもご臨席いただきました皆様、応援していただきました全ての皆
様のおかげであると思っております。
　誠に有難うございました。 （山口　恵記）　

ました。ご来賓を代表して神﨑総主事、高瀬西日本区理事のご
挨拶をいただき、30 周年アクトの披露です。昨秋のリトセン
トイレ棟建設を映像で辿り、そして金原会長の周年に馳せる思
いが語られる映像も用意されていました。とてもリアルな感情
が伝わる、キャピタルらしい内容だったと感じました。
　歴代会長紹介では、壇上にも上がらせていただき、感激でし
た。記念式典に参加しながら、不思議とこのクラブに在籍して

いた亡くなった
父親のことを久
しぶりに思い出
しました。初代
会長の堀さんは
じめ、歴代のメ
ンバーの皆さん
の意志を感じる
式典でした。

4月第一例会　設立30周年記念例会
2014年４月５日（土）17:00～22:00　ウェスティン都ホテル京都　瑞穂の間

受　付　の　皆　さ　ん 司会の山口恵さん、香山さん

東京クラブの皆さん、参加メネットの皆さんとメンバー
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懇　　親　　会
内　田　雅　彦

　18時15分音楽と共に華麗なる
タップのステップで懇親会が始ま
りました。タップダンサーの藤林
真理さんでした！　パチパチ盛大
な拍手！
　キャピタルクラブのうぐいす嬢
こと五十嵐さんの声が会場内に響
きわたります。流石ですな～！
って声が聞こえてきそうです。
　開会の挨拶は菅原樅一次期会長
ですが大丈夫かな～なんて心配無
用。菅原次期会長の堂々とした挨
拶、これで次期は大丈夫と確信しました。来賓の挨拶、祝電も
読み上げて、さあいよいよ我がキャピタルクラブのトップダン

サーこ
と大山
謙一さ
んのダ
ンスか
と思い
き や、
食前感
謝 280
人のお
客様を

前にこれ又堂々
たること、すつ
すつとこなして
い る 謙 ち ゃ ん
カッコイイ !!
　鏡開き、乾杯
も終わり、やっ
と食事歓談にな
りサブアトラク
ションの始まり
です。ポーハイ
　ケ　アロハの
皆様と子供達に
よるフラダンス
が始まりました。
なんと言うこと
でしょう。私の
知り合いが真ん
中で微笑みなが

神﨑総主事 高瀬西日本区理事 桂京都部部長 金 原 会 長

大山孜朗さん 目　録　贈　呈
左から30代山口（雅）会長、29代八木会長、31代金原会長、

28代山田（英）会長、27代瀬本会長　　　　　

大山謙一さん 司会　五十嵐さん

菅原次期会長
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DBCゴルフコンペ開催
香　山　章　治

　４月６日（日）DBCゴルフ
コンペが日清都カントリー
クラブで開催されました。
　前日に行われた30周年記
念例会の熱気がさめやらな
い感のキャピタルクラブメ
ンバー６名と、東京クラブ
からは上原様が参加という
ことで、総勢７名でのコンペとなりました。
　京都は桜満開の時期でしたが、当日はまさに花冷えの一日と
なり、プレー途中霰が降る悪天候となってしまいました。し
かし、ゴルフ好きのメンバーは天候のことはお構いなしにゲラ
ゲラ笑いっぱなしの18ホール。東京クラブの上原さんも我々の
しょうもない会話に付き合っていただき、楽しそうにプレーを
しておられました。
　プレー終了後、クラブハウス内にて表彰式。結果は皆様ウ～
ン……季節はずれの霰が降る程寒かった。……ということにし
ておきましょう。また来年東京でお会いすることを約束して解
散となりました。
　　優勝　香山章治、準優勝　幡南進、３位　山田隆之

東京クラブとのDBC
交流委員長　倉　見　直　樹

　４月６日（日）、30周年記念例会の翌日、肌
寒い朝。四条大宮にキャピタルメンバーが集
合。帷子ノ辻駅に着くころには雨に。松竹撮
影所で東京クラブの皆様と合流。
　江戸時代の街並みを再現した風景が眼の前
に広がる。東京クラブの皆様は滅多に見られ
ない景色をカメラに収めておられる。撮影所

から広隆寺に。釈迦如来像を見学。この頃には天気が回復し始
める。嵐電に乗り仁和寺へ。残念ながら御室桜は咲いていない
が、ソメイヨシノの大きな木は満開の花をつけている。昼食時
には各テーブルで会話の花
が咲いている。和やかな雰
囲気。今期、交流委員長の
役割を頂くことによって東
京クラブの方々と話をする
機会が増えた。お名前も覚
えられた。来年の東京での
DBCが楽しみになった。

DBC感謝の集い
広報・ブリテン委員長　山　口　　　恵

　30 周年記念式典、懇親会終了後DBC交流として東京クラブ
の方々との「感謝の集い」が始まりました。
　金原会長の開会のあいさつ、菅原次期会長の乾杯へと続きし
ばらくの歓談。キャピタルクラブのメンバーは、式典、懇親会
が無事に終わった安堵感からか、東京クラブとの交流でも笑顔
いっぱいです！
　次に両クラブの次期三役紹介、キャピタルクラブの新人紹介、
両クラブ、また両クラブメネット会のお土産交換と順々と行わ
れ、倉見交流委員長の閉会のあいさつでお開きとなりました。
　途中、記念例会で披露しましたタップダンスのアンコールや
東京クラブの上原様の指揮の元「隅田川」を合唱するなどのサ
プライズがありました！
　とても充実した、素晴らしい 1日となりました。
　東京クラブの皆様、本当に有難うございました！

「Steppin' Out With My Baby」

　トニー・ベネットの曲に合わせ、イントロ部分を藤林先生が
軽やかにタップを踏んだ後、メインを我 「々キャピタルダンサー
ズ？」がこれまた軽快にタップを踏むのでした。２分53秒……
終わってみれば短い時間でした。しかし、今思えば、本番を向
かえるまでの道のりは長く感慨深いものがあります。
　ダンサーのみなさまお疲れ様でした。ではまた次のステージ
に向けて！

ダンサー
大山（謙）、金原、倉見、椿森、西川、長谷川、幡南、松井、
森（繁）、八木、山口（雅）、山口（恵）、吉井、渡邊、西村

（西村融正　記）

ら踊っているではないですか？　びっくり！
　会場内の皆様も大分お酒も入りいい気分になったところで、
メインアトラクションのタップダンスの始まりです。まずは、
藤林真理さんに華麗に踊って頂き、ここから本番藤林真理さ
ん指導のもとキャピタルクラブメンバーによる『Steppin' Out 
With My Baby』が披露されました。会場内は大盛り上がり大成
功でした。なんとか無事懇親会も終わりに、最後に田中雅博実
行委員長による謝辞で30周年記念例会が締めくくられました。
　最後に30周年記念例会を終えて、キャピタルクラブメンバー
の絆がより一層深まったのではないでしょうか。
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30 年前から願い続けていること
岡　本　尚　男

　1981年京都パレスクラブ設立 10 周年の時から、２クラブし
かない京都市内でのクラブ設立が語られだした。翌年には特別
事業委員会が設置され、11月には中間答申案が纏められ紆余曲
折の末、先行していた京都市の北部地区の「めいぷるクラブ」
設立に次いで南部地区にもということで「キャピタルクラブ」
の設立が決定され、1983年11月27日に２クラブ同時のチャー
ターナイトがKBSホールで挙行された。
　参加者は京都パレス・めいぷる・キャピタル141名、３クラ
ブメネット96名。日本区44クラブ222名・メネット49名・コメッ
ト１名。韓国24名、台湾２名。来賓１名の計536名。
　クラブコンセプトは「クラブは親睦の内に素晴らしい人間を
創るための愛に基づく自己研さんの場」を基本に、日常的には
「おおらか　朗らか　ねあか」のクラブを標榜して、会員の交
流を重点にしながらメンバーの拡充をはかることであった。

10 周年を振り返って
橋　本　眞　一

　1993年10月に入会した私は、翌月リトセンに於いて10周年記
念事業例会を迎えます。仁科会長の下、式典では準備ワーク
で完成した炊事場の屋根と液晶ビジョンの贈呈、ふれあい討論
会、ふれあいパーティーと５時間に及ぶ内容の濃い例会でした。
続いて翌年３月には250名もの出席を得て記念例会が開催され、
２番目の子クラブである京都トップスクラブの設立式典、３年
越しのプロポーズが結実した東京クラブとのDBC締結式と盛
り沢山の内容で進められました。一連の記念事業はさらに７月
のトップスクラブチャーターナイトまで続きます。トップスク
ラブへ14名が旅立っても、37名ものメンバーが残り、翌期の岡
本日本区理事を支えることになるのです。
　以降の周年事業、京都部会、西日本区大会のホスト等々に於
いて常に若いメンバーが活躍、その都度我クラブが称賛される
礎は継続した若い力の台頭と集結にあるのだと思う所以です。

京都キャピタルクラブ　金原弘明会長様
同クラブメンバーの皆様

　桜花爛漫の候、誠に麗しく、貴クラブのご清栄を心
からお喜び申し上げます。
　去る４月５日、貴クラブ 30 周年記念例会が、大盛会
のうちに、いとも華やかに行われ、皆様に深い感銘を
与えられましたこと、改めて、お祝い申し上げます。
貴クラブメンバーの皆様のご苦労が報われたことを、
我がことのようにうれしく感じさせていただきました。
弊クラブ参加者一同、ご同慶の裡に、無事、帰京いた
しました。
　例会後の懇親会、翌日の市内散策、ゴルフと手厚い
おもてなしを受けましたこと、誠にうれしく、重ねて、
厚くお礼申し上げます。
　どうか、これからも、濃密なご交流を続けさせてい
ただくよう、宜しくお願い申し上げます。
　６月の東日本区大会、来年のDBC交流で皆様にお会
いできますことを今から、心待ちにいたしております。
　季節の移り替わりの時にあたり、どうかご自愛専一
になされますように。
　豊かに心を満たされて、草々不一

東京クラブ会長　神　山　　　巍
並びに弊クラブメンバー

クラブの歴史を実感
藤　田　浩　史

　キャピタルクラブ先輩の皆様、「30 周年記念例会」本当にお
疲れ様でした。司会進行やタップの練習、リハーサルを何度も
されて成功されたと感じました。私は何も貢献出来ませんでし
たが……。
　当日の他クラブの来訪者の多さにはビックリしました。200
人以上の方が来られるとはお聞きしてましたが。他クラブと
の交流、人と人との繋がりがここまで大きくなるのかとまさに
キャピタルクラブの歴史を感じる瞬間でもありました。
　30年……長いですね。まだ１年も満たない私には遥か彼方で
すね。それだけクラブに何か魅力や絆があるという事と思いま
す。感じますね、魅力や絆。皆さん本当に良い方で。
　あれだけの方が集まって頂けるキャピタルクラブを今まで築
き上げられた方、サポートする先輩方。立派な一員になれる様 
頑張って行きたいと思います。

東京クラブの神山会長より、お礼のメッセージが届きました。

　当日の参加者からは「果たせ義務を、つくせ奉仕を」「ワイ
ズに浸かろうどっぷりと」「伏見人形※ワイズの仲間入り」「京
都の21世紀を創出するワイズ」「隠し味のあるクラブ作りを」
「You are Y's men!」などのメッセージが寄せられていた。
　30年目のいま、このメッセージに相応しい努力を日常的に
行っているクラブになっているかが問われている。そのなかか
ら、糠漬けのような味のある人たちがどんどんYMCAや京都
部・日本区・世界へと飛び立ち、YMCAやワイズダム発展に
寄与してほしいと願っている。一方ご自分の世界では仕事に専
心し幸せな家庭を築き、世のため人のために働く人になってほ
しいものである。
※伏見人形　クラブのキャラクター（８頁参照）で設立時に作成。

実行委員長として
田　中　雅　博

　皆々さまのお陰をもちまして、記念例会を無事終えることが
出来ました。本当に有難うございます。キャピタルクラブの皆
さま、メネットの皆さま、そして当日ご臨席いただきました多
くの皆さまに心より感謝申し上げます。当日の御礼のことばの
中でも申しましたが、一番幸せな気分になれたのはこの私です。
　このお役を引き受けた時は、ホントに大変なことをしてしも
たなと思いました。でも今は違います。ホントにこのお役を与
えてくださって有難うございます。皆さまのお支えに感謝申し
上げます。あと少し頑張ります。よろしくお願いします。
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音　楽　例　会
大　山　孜　郎

　例会場に入って、何か何時もと違う雰囲気を感じた。若い人
が多い !!　30周年記念例会後初めての例会である。開会宣言・
開会点鐘を行う金原会長の表情はとてもリラックスしているよ
うに思えた。
　ゲストは、音楽例会の主役、谷本トリオの３名である。続い
てメンバーゲストが４名紹介された。全員ものすごく若いと
思った。
　キャピタルクラブがどんどん変わって来ていることを感じ
た。ワイズはこれで良いのだ。30年前のチャーターナイトの時
は、チャーターメンバーの岡本さんも、勝山さんも、内廣さん
も、石村さんも、そして私も若かった。
　神崎総主事の食前感謝の後、会食が始まった。この日はアル
コールが出たので、直ぐにとても和やかな雰囲気となった。そ
んな雰囲気のなかで、中谷トリオのJAZZ演奏が行われた。ボー
カルの谷本さんの歌は素晴らしかった。声が良いことはもちろ
ん、その場のムードにとても合っていた。
　この例会を企画したドライバー委員会に感謝する。ありがと
う。

次期役員研修会（LT）
森　　　繁　樹

　４月 11 日（金）19 時から、河原町二条北西角のプレノタート
で次期役員研修会が開催されました。
　菅原次期会長の挨拶で始まり、続いて神﨑総主事からの挨拶、
そして研修会のメインであるキャピタルクラブの組織運営、各
委員会の役割、次年度各委員会配属、会長主題発表・趣旨説明、
国際会長・アジアエリア会長・西日本理事・京都部部長の主題
＆スローガンについて菅原次期会長より説明がありました。
　その後、もう一つのメインプログラムである、「ワイズメン
ズクラブとはキャピタルクラブとは」と言うテーマで岡本さん
よりお話がありました。クラブ役員としての心構えとして、①
ワイズメンズクラブの歴史を学ぶ　②役員としてのアイデン
ティティーの確認　③役員としての人格・見識を磨く　④役
員は役員の任期が終わってからが問われる。ワイズ読本の P35
「ワイズの真髄を訪ねて、鈴木功男氏」、P54「アウトサイダー、
全大連氏」の説明がありました。大変有意義なお話でありまし
た。最後は金原会長の閉会の挨拶で終了となり、同じ場所での
懇親会へと移りました。

ユースコンボケーション参加者報告に感動
五十嵐　由　紀

　４月20日（日）15時より夜桜フェスタに併せて、リトリートセ
ンターにて“YYYフォーラム”が開催されました。まずはリー
ダーから、驚くほど多くのプログラムを、子供たちと楽しみな
がら、また、一緒に成長しながら遂行した様子が報告され、毎
年のことながら感心・感動させていただきました。続いての“西
日本区アジアユースコンボケーション参加者報告”は、次々期
に京都で開催されることもあり、興味深く聞かせていただきま
した。
　青年同士が国という枠を越えて“お互いを高めあう仲間”とし
て繋がる場になっているようで「来年も行きたい・他の人にも参
加を勧めたい」と力強く話されたことや、ワイズメンへのお礼
の言葉が印象に残りました。その後は、ボラッツからの報告な
どが予定されていましたが、夜桜フェスタの準備もあり、私は
聞くことができず残念でしたが、少しでも若い子たちのお役に
たてたのかなと嬉しく感じ、来年も参加したいなと思いました。

ゆっくり夜桜をみて
田　中　升　啓

　世間の桜は散ってしまっておりますが、リトセンの桜が満開
の恒例の夜桜フェスタが開催されました。
　今年はあいにくの空模様で、ドリンク販売の準備中にポツリ
ポツリと雨が……。しかしさすがは山田隆之Ｙサ委員長、日ご
ろのがんばりのおかげか（？）開会時間には雨も止み、いい形で
スタートすることができました。
　桜と言えば、学生時代には花見に行くこともありましたが、
社会人になってからは、もっぱら仕事の移動中の合間に、渋滞
に巻き込まれながら見るぐらいになってしまいました。しかし
ながらこの時だけはライトアップされた、たくさんの桜をゆっ
くりと見ることができます。
　少し前までは個人的
に消費税増税の余波も
あり、毎日バタバタし
た日々を過ごしていた
ので、夜桜を見てすご
く良い時間を過ごすこ
とができました。早い
ですがもう来年の桜が
楽しみです！

会員協議会のご案内
　京都YMCAに連なる全ての普通会員が集まり交流す
る場です。会員の行う様々な活動の発表の場でもあり
ます。
公益財団法人になって新しくできた第３回の会員協議
会です。多くの方の参加をお待ちしています。
　　日　時　６月 27 日（金）　午後７時～９時
　　場　所　京都YMCA　地下マナホール
　　お問合せ　電話（075）231 － 4388

４月第二例会 2014年4月15日（火）　19:00～21:00
ウェスティン都ホテル京都

ＹＹＹフォーラム
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一杯のコーヒー
金　原　弘　明

　記念例会を終え、皆様のお蔭で、ようやく「最も楽しんでいる
こと＝会長職」と書けそうな気がしてきました。本当にありがと
うございます。期が終わる頃に、自信を持ってそう言えるよう最
後まで精一杯頑張ります。
　なので、会長職は少しだけ置いておいて……記念例会前の本当
に緊張感漂う日々も含めて、少しだけ楽しんできたことがありま
す。それは朝、仕事を始めるまでのわずかな時間です。昨年、少
し涼しくなりかけた夏の終わり頃から通勤を自転車から「歩き」
に変えました。自宅から事務所までたった２㎞弱の距離ですが、
御香宮の中を通って、境内から本殿に向かって一礼し、西側に抜
けると、遠くに京都西山の山々を観ることができます。真冬は少
し寒かったですが、いろんな意味でパワーをもらいました。そし
て事務所について、汗を拭き、着替えてからのもう一つの楽しみ
が一杯のコーヒーです。事務所の近くにある、一見コーヒー屋さ
んとはわからない、自宅で販売しているようなコーヒー屋さんで
買ったコーヒー豆がとても飲みやすくおいしいんです。一昨年の
例会で教えてもらった淹れ方を思い出しながらゆっくりと淹れる
一杯のコーヒーを飲む時間、記念例会の日の朝も癒してくれたこ
の時間が、今でも私の至極のひとときです。

大切な人との時間
瀬　本　純　夫

　今楽しんでいること、何でしょうか。撮りためたアメリカドラ
マをイッキに見たり、休みがカレンダー通りの我が家ではそんな
に遠出することもなく、近場で嫁と二人楽しんでいることが多い
ように思います。そんな中、近場のモールとかショッピングセン
ターを巡り、目新しいものを見つけたり、新しい店をのぞいたり
しながら、楽しんでいます。最近一番行くのは○ストコで、２～
３時間、店をうろうろしながら、新しいものを発見したり、今度
買おうとしていたものがなくなって悔しい思いをしたりしていま
す。いまは、今年出来る桂のモールを楽しみにしています。

いろいろあったなー。今はカメラ？
大　門　和　彦

　周りから見た私は“野球バカ”に映っていると思いますが、意
外と多趣味なんですねー。
　「めんこ」や「キャップめくり」、は近所では敵なしの実力！　
枚数でも千枚単位でもっていた。「コマ」も当時は曲芸的な技も出
来たなぁー。「ミニカー」も収集していた。また切手収集にも積極
的で記念切手は郵便局の前に早朝から並んで買っていた。今でも
実家にあるのんですねー。それから「ラジコン」、一時は４台も所
有し最終的には「オリジナルトレーラー」を自作で制作して遊ん
でいた。凄い小学生でしょ！　中学に入ったら“バンド”に興味
をもって友人と「ピップエレキバンド」という、ふざけた名前の

バンドを結成してKBSラジオにも生出演したことも……。一応、
ボーカル兼ベースギター担当。（コンサート？も２回程開催したが、
15 人位しか来てくれなかった思い出も……）同時にオーディオに
も興味をもって色んな音楽を聴いていたなぁー。レコードも相当
数もっていたなぁー。
昔の事ばかり思い出すなー。「今最も楽しんでいる事」ねぇー？　
“カメラ”かな？

共に育ち合う
渡　邊　博　子

　子ども達は既に成人。子育てが終わって私が今一番楽しんでい
ることは社員共育かもしれません。文字通り共に育ち合う共育で
す。
　弊社はシングルマザーの雇用をしています。少子高齢化が進み、
働き手が少なくなってきている現在、能力も体力も十分に備えて
いるシングルマザーが、社会で十分に能力を発揮できない状況が
あります。弊社では、シングルマザーの雇用をし彼女たちが行政
だけに頼るのでなく、自立に向けて自信を持って能力を発揮出来
る人材を育てる環境づくりを行っています。また私自身が子ども
の参観日に行けずに寂しい思いをさせた経験から、社員たちが子
どもたちの病気や学校行事等で、いつ抜けてもお客様にご不便を
かけないように業務マニュアルの作成をして対応しています。社
員が物心共に豊かになることが私の希望であり、日に日に成長し
自ら学ぶ姿勢を示してくれている社員が頼もしく愛おしい。今の
一番の喜びです。

林君とのつながり
饗　場　公　治

　僕にとっての絆は、皆様もご存じかと思いますが30周年記念の
時に活躍してくれた映像制作の林君です。
　僕は30周年記念の映像を林君に依頼した時に、饗場さんがこの
キャピタルで頑張るのだったら協力すると言って、二つ返事で引
き受けてもらいました。
　林君は常に僕の事も会社の事も心配してくれてます。つまり、
饗場愛もユニーク愛も持ってる僕にとって必要な存在です。年下
ですが兄の様に頼っている存在です（笑）
　何かあったらいつも林君に相談するのですが、いつも頼ってば
かりでまた、ホームページの仕事も沢山取ってきてくれます。
　林君に何か恩返しが出来ないかといつも思っているのですが、
残念ながら僕には何の能力もなく、雑用ぐらいしか出来ません
……
　でも、一度だけ林君は「たすけて」って言ってくれました。い
つも助けてもらう立場なので、とても嬉しかったです。
　こういう場で、言っていいのか分かりませんが、僕は林君に全
く恩返しが出来ておりません。映像のお話があった場合どうか僕
の顔を思い出して頂ければ幸いです。どうか、僕に林君に恩返し
をさせてください。

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
　30 周年記念例会、沢山の方にお越しいただきま
して誠に有難うございました。とても楽しくメン
バー全員が笑顔で、充実した一日となりましたね。
さすがキャピタルクラブだと思いました !!

広報・ブリテン委員長　山口　　恵

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10日（土）　京都YMCA125周年記念ユニバーサル上映会
於：同志社大学　13：30 開場
５月18日（日）　京都YMCA鴨川チャリティーラン

〈三役会報告〉
バナー残18枚　発注～納品まで約１ヵ月。次期書記へは伝え済。
ワイズデー剰余金の使途に関して　京都部ホームページの一
部手直し・バナー作成 リトセンの看板を新しく修繕・ワイ
ズの名前を明記
アジア大会開催への準備・運営協力のお願い（４月18日委員会）
キャピタルクラブのチャーター日について（国際協会加盟認
証日：1983年９月28日、チャーターナイト：1983年11月27日）

〈各事業委員会報告〉
・YMCAサービス・ユース事業委員会
「第15回京都YMCAリトリートセンター夜桜フェスタ」
「YYYフォーラム」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
「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
４月例会の報告ならびに５・６月例会の内容を確認。
「CATT合同例会」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）について決算等報告。
・ファンド事業委員会
各種ファンドの履歴について確認。
「母の日カーネーションファンド」「第２回マージャン＆オ
セロ大会」について確認。
・広報・ブリテン事業委員会
ブリテン５月号・６月号の骨子を確認。
・EMC事業委員会
「４月第二例会メンバーゲスト」について報告。
・ 30周年記念委員会
「30周年記念例会」について御礼。

〈審議事項〉
神﨑総主事西日本区大会登録費等支援の件 承認

〈その他〉　
第11回三役会　５月22日（木）　於：未定
第11回役員会　５月27日（火）　於：ウェスティン都ホテル京都
    　平安の間

メ　　ン　山口　雅也　５月10日　　椿森　昌史　５月12日
　　　　　山田　隆之　５月13日　　大山　謙一　５月27日
　　　　　饗場　公治　５月31日　　大門　和彦　５月31日
メネット　勝山　憲子　５月３日　　長谷川絵理　５月16日
　　　　　志田　千鶴　５月23日
コメット　金原　佑征　５月６日　　大門　勇斗　５月８日
　　　　　田中啓太郎　５月24日

森　　常夫・絹　代　　ご夫妻　５月８日
菅原　樅一・由利子　　ご夫妻　５月13日
瀬本　純夫・吉　美　　ご夫妻　５月17日

〈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～

訃　　　報

京都みやびクラブの石田行雄さんが２月27日にご
逝去

京都グローバルクラブの柳坂皓一さんが４月10日
にご逝去

東京クラブの松本良三さんが４月20日にご逝去

心よりご冥福をお祈り致します

聖句の解説
　人間による自然の破壊が叫ばれて久しくなります。産
業文明の飛躍的な進化とともに、自然の破壊は進んでい
ます。近年、自然保護の運動が広がりを見せているよう
ですが、どの程度緊張感を感じているでしょうか。私た
ちの日常の生活が、コンビニエンスストアに象徴される
手軽で、一日中、昼も夜も関係なく、便利なものの中で
くみたてられています。便利さに、日々慣らされている
自分に気づかされることもしばしばです。生きていく中
で、大切なものが抜けていないでしょうか。
　最近、自然とのふれあいも作られたものの中に組み込
まれているように感じます。私たちが、YMCAのキャン
プで「言葉」で語らなくてもある共通のすがすがしさ、
感動を体で感じ取っているのは何故でしょうか。生命の
源である自然を体感しているからではないでしょうか。
このまま、科学の進歩とともに私たちが住んでいる、自
然のある環境がなくなっていってよいのでしょうか。再
度恐れを持って自然の恵みについて考えたいものです。

2014年４月22日（火）19:00～20:00
ウェスティン都ホテル京都　平安の間

第10回　役員会議事録

HAPPY BIRTHDAY

HAPPY ANNIVERSARY


