
― 1 ―

2008 8
2008. 8. 1. 発行

第26巻 第２号 通巻301号

「目を覚ましていなさい。信仰に基づいてしっかり立ちなさい、雄々しく生きなさい。何

事も愛をもって行いなさい。」 （コリントの信徒への手紙１ 16章13～14節）

８月
Youth
Activities

ワイズ理解と YMCA 理解を一層深め、ワイズと YMCA とユースにで
きる社会貢献活動を探そう！

田 善秀 YMCA サービス・ユース事業主任
（福岡中央クラブ）

在籍者数 30名

第一例会 29名

第二例会 27名

出 席 率 100％

切 手 0ｇ
現 金 0円
累計切手 0ｇ
累計現金 0円
Ｊ Ｗ Ｆ 0円
Ｅ Ｆ 0円
ＪWＦ累計 0円
ＦＦ累計 0円

第一例会 0円
第二例会 0円
累 計 0円

そ の 他 0円

累 計 0円

献 血 0cc
成 分 0名
累 計 0cc
成分累計 0名

第一例会 3,042円
第二例会 3,548円

累 計 284,319円

※切手を600円／K で換算分

２年目に
「Let's begin」

交流委員長 幡 南 進

京都キャピタルクラブ25周年。入会２年目の私が交流
委員長をさせて頂くこととなりました。推薦して頂いた
香山会長に、またご声援頂けるメンバーの方々に感謝い
たします。

無我夢中の一年になるかとは思いますが精一杯させて
頂きますのでよろしくお願いいたします。今期の会長主
題「Let's begin」を交流事業として共に考えまして、
何か新しい事をという思いがいっぱいではありましたが、
先ずは25年間築いて来られた歴史に恥じることのない活
動ができたら良いなと思いました。

今迄、クラブ内でどうしても解らない事や困った事が
あった時、皆さんに口をそろえて言ってもらえる言葉が
あります。「誰々さんに聞いたらいいよ、教えてくれる

から」初めのうちは戸惑いました。そんなこと聞いては
失礼ではないか、迷惑ではないか。遠慮していると皆さ
んのほうから声をかけて頂きます。「大丈夫や!!」温か
い言葉の限りです。殺伐とした社会環境が広がる中で何
か別の世界に居るような有り難さをいつも感じていられ
ます。本当にありがとうございます。

東京クラブの方をはじめ、釜山ベゼルクラブの方やそ
の他たくさんの方々、25年間のメンバーの思いを地盤に、
是非この暖かい環境を共生できるよう今期の交流委員会
は取り組んでいきたいと思います。

キャピタルクラブに入会して本当に沢山の事を学びま
した。一人ひとりの意見の大切さ。また、全員の意見の
重たさ。そんなメンバーと一緒にいると「委員長出来る
かな～？」という思いをかき消して「始めましょうか！」
と思わず声を出してしまう自分がいます。

たくさんの方の手助けを頂きこれからも頑張ると共に、
これからは少しでも皆さんのお手伝いもできるようなメ
ンバーでありたいと思います。

今期一年交流委員会をよろしくお願い申し上げます。
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八木さんへメネット会より
長女誕生祝贈呈

香山会長による「Let's bigin」

さあ－始めよう 総会議案全て承認

地域奉仕・環境委員長 柳 慎司

７月１日 切り良く、今期第一例会が開催されました。金原

ドライバー委員長のハツラツとした司会進行のもと、「今期よ

り記録として毎例会ビデオ撮影させて頂く」との事です。先ず

は香山新会長による力強い開会宣言と点鐘で始まりました。

会長挨拶では、25周年記念事業を迎える会長として、「大変

嬉しく光栄に思いながらも、重責をひしひしと感じております…」

との言葉がありました。又、故堀初代会長から「周年記念とは

自然とクラブ内で盛り上がって来なければならない」と生前に

激励を頂いたと述べられ、今期の意気込みの副題としての「す

べての共生に向かって」の思いを話され、キャピタルクラブに

於いても環境問題について考えて行かなければならないと話さ

れておりました。あわせて本日の総会での議案についてのご理

解とご協力を述べられました。

食前には、神 総主事より岡本さんが６月21日に開催された

第118回日本 YMCA 同盟委員会

で、永年にわたり YMCA 運動の

発展と青少年の指導と育成に貢献

があったとして「青少年奉仕賞」

が授与された報告と、前期メネッ

ト会より八木さんへお子様誕生の

お祝いの品が手渡されました。そ

の際、既にお孫さんがおられる内

廣さんの祝福されている時の笑顔

が微笑ましく感じられました。

総会は、「第一号議案」前期事

業報告、「第二号議案」前期会計報告、「第三号議案」今期事業

計画案、「第四号議案」今期スケジュール案、「第五号議案」今

期会計案、が石村議長の進行にて審議され、全議案は承認可決

されました。

今期も５月には「役員研修会」が実施され、素晴らしいスター

トです。各事業委員長も報告等に時間を費やしたせいか、珍し

く15分の延長も余儀なくされました。

時間厳守の例会運営に於いては、金原ドライバー委員長もハ

ラハラのご様子でしたが無事終了しました。

聖句の解説 イエスが、十字架につけられる前に、自らの

死を予告し、そのことに苦しみもだえながら祈る場面が、新

約聖書には描かれています。それはエルサレムの町のすぐと

なりにあるオリーブ山のふもとにあるゲッセマネという場所

でのことです。

イエスには、いつも12人の弟子たちがそばにいますが、こ

の祈りの場面でもそうでした。このとき弟子たちは居眠り中

なのです。イエスの苦しみは、弟子たちにとっても辛いもの

であったと思います。できればその現実から心を遠ざけたい、

そのような心が弟子たちを眠りへと誘ったのかもしれません。

イエスは言います。「なぜ眠っているのか。誘惑に陥らぬよう、

起きて祈っていなさい。」と。

厳しい現実に追い詰められた時、そしてその場から逃げ出

したい時、眠ってしまうのではなく、雄々しく強く生きましょ

う。弱い自分を、いつも神様がそばで見守っていださってい

ます。

藤田京都部部長公式訪問

京都部555名を目指そう

橋本 眞一

今年度２回目とは思えない香山会長の流暢な挨拶でスタート

した７月第２例会は、恒例の京都部部長公式訪問例会です。上

原康Ｙサ・ユース事業主査、高田敏尚 EMC 事業主査を随行し、

藤田寿男京都部長がお越しになりました。

先ず上原主査より「楽しく参加・進んで行動」の主題のもと、

YMCA の年間諸行事への積極的参加呼び掛けがあり、続いて

高田主査より「京都部5 55 を目指す」ということで、達成に向

けて夢・希望・目標を持つことの大切さを語られ、意識の高揚

と持続を図られました。

最後に藤田部長よりパワーポイントを利用して、「意識を持っ

て活動に参画しよう！ 55 5 実現に向けて 」という主題に

行き着いた訳、京都部各クラブに期待すること、活動計画の柱

等々、順序立てて丁寧に分かりやすく説明され、事業主体は各

クラブですよと締め括られました。

また本日は、田中升啓さんが故堀さんの会社からげスト参加

となりました。所定の手続きを踏まれ、早期の入会をお待ちし

たいと思います。

左から 香山会長・藤田京都部部長
上原Yサ･ユース事業主査・高田EMC事業主査

2008年７月１日（火）19:00～21:00７月第一例会
ウェスティン都ホテル京都

2008年７月15日（火）19:00～21:00７月第二例会
ウェスティン都ホテル京都
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我が「赤秋」※ を楽しむ

内廣 健

時代の趨勢とはいえ、社会時事がすごいスピードで大きく変
わりつつある現在、人間の考え方や物事の仕組みまでが、本来
の常識から離れ、ルール違反あり、マナー違反ありのオープン
マーケット化している様に思われてなりません。

この様な暮らし難い世の中にあって、私も本年10月から「後
期高齢者」という何とも味気ない枠の中に入れられることになっ
たのですが、私なりの言葉遊びで「高貴高齢者」あるいは「光
輝高齢者」と受け止め、今日までの多彩な方々との出会いで得
られた恩恵体験をもとに、社会に少しでも還元出来たらと考え
ている処です。

また道交法改正で「紅葉マーク」取り付け義務化の件も、運
転出来ることは健在の証。「青春」ならぬ「赤秋」の道を「紅葉
マーク」を付けながら慎重なハンドル捌きで、楽しみながら走
りたいと願っている私です。

すべて前向きに受け止められるのも、25年間在籍させて頂い
ているキャピタリズムにブレンドされた結果かも。

何はともあれ「アクティブ85」をモットーに皆さんと何とか
歩調を合わせたいと願って居りますので、少々遅れることがあっ
ても、どうかよろしくお付き合い下さい。
（※「青年」は若者を指す。その対象として燃えるような紅葉の赤をイメー
ジした私の造語）

さぁ、何をはじめようか

香山 章治

私は、現在46歳働き盛りの２児のパパです。
近頃はやたら「オナカ」がでてきて、ますます動きが鈍くな

る一方です。この「オナカ」を少しでもひっこめてスマートに
ならなければ、どんな服を着ても似合わないし、不恰好といつ
も嫁に言われます（自分のことは棚に上げて…といつも思って
いるのですが）。ワイズということからすれば、やはりウエルネ
スを始めていくのがいいのでしょう。しかし、私自身がウエル

ネスのことをいまいち理解していないところもあるので、まず
は岡本さんの門を叩いて、理解することから始めようと思って
います。そして後は実行あるのみ…です。

もうひとつは、京都という素晴らしい都市に住んでいるので、
京都のことを勉強してみようかな。京都検定に合格するかどう
かは別として、この間少し本を広げてみたら結構おもしろかっ
たです。そして、その内容を理解したうえで、たまには夫婦で
史跡名勝巡りを始めてみたいなと思います。ボチボチと…。

ジョギングを始めよう

菅原 樅一

レッツビギン、何を始めようか、色々考えても思いつかない。
そのうちにお腹の周囲から変化が始まった。３月に怪我で入院
して以来、運動不足が続き、胴周り76 cm ほどのズボンがこと
ごとく穿けなくなってしまった。鏡に写る私の姿の何と見苦し
いこと。そうだジョギングでもいい。運動をして汗をかきお腹
を引っ込めよう。しかし、それには、仕事から帰ってビールを
飲み、テレビを見て、寝るだけの生活パターンを変えることが
必要である。

よしジョギングを始めよう。自分が、これまで安住していた
日常の殻を破って、一歩前へ進むこと、これもレッツビギンで
はないかと勝手に思っている。

プールに行こう

大山 謙一

何かを始める場合どっこいしょと重い腰をあげ行動に移すま
でには、いつも「きっかけ」が必要になることが多い。何かに
つけて「後○○したら…」と区切りのいい時間や時期を待つ。
そしてその時間や時期がくると慌てて始めるという事がしばし
ば。楽しみにしていることや好きなことは、「さぁ始めよう」と
気合いを入れるまでもなく直ぐに始める事ができるのにである。

何か始める時の「きっかけ」を気にせず、優先順位をつけて
時間を管理し有効に…と最近よく思うようになった。とはいえ
人間の意志とは弱いもので（私の意志が弱いだけであるが）な
かなかそうはいかない。

最近といえば、体力がなくなってきているので、「いい加減、
運動しないといけないなぁ」と痛感している。それに、体の締
まりもなくなってきている。今まで腰や背中を摘んでも掴めな
かった筋肉がたるんできているからである。

これを期に、１週間に１日でもプールに行って運動する日を
決めよう。「さぁ始めよう」の第一歩として。

リトセン 夏の準備ワーク
次期会長 瀬本 純夫

６月29日の日曜日、いよいよ香山会長のもと、今期最初の事
業となりますリトセン夏の準備ワークが行われました。雨男と
呼ばれた山田直前会長の時は豪雨の中のワークでしたが、今回
は大丈夫だろうという予想に反し、やっぱり雨の中での出発と
なりました。

それでも、ワークを開始する頃には、小降りとなり、それほ
ど影響なく作業は順調に進められていきました。

今回は、バーベキュー場の電気配線のための溝掘りと、砕石
を撒いての整地作業でした。これまでの草刈とは勝手が違い、
どうなるかと思いましたが、溝掘りは、皆がツルハシ、スコッ
プを手に取り、慣れない中も掘り進み、特に大山さん、金原さ
ん、幡南さんのショベルカーの如き活躍もあり無事終了。もう
一つの整地作業もスコップで撒き、バケツで運んで小高く積ま
れた砕石の山も、見事に平らになり終了。

終わってみれば、いつもより早くワーク完了となりました。

最後にトップスクラブが作ってくださいましたカレーを食べて、
解散となりました。勝山Ｙサ委員長、参加されました皆様、お
疲れ様でした。

参加者

‥

石倉・石村・内田・大山・勝山・金原・香山・神 ・
菅原・瀬本・竹田・田中・仁科・幡南・八木・柳・山田（隆）・
山田（英）・勝山メネット・香山メネット・柳メネット



７月31日～８月３日 国際大会
８月５日 第一例会（納涼例会）
８月17日 JOCS コンサート
８月19日 第二例会
８月23日～24日 青い空と白い雲のキャンプ
９月２日 第一例会
９月７日 リトセン秋の準備ワーク
９月14日 第二例会（京都部会）
９月28日 ふれあい広場

メネット

橋本佐恵子 8. 18 石村しのぶ 8. 28
コメット

幡南 慶汰 8. 10 山田 大輔 8. 26

岡本 尚男・都 ご夫妻 8. 28

＜報告事項＞
西日本区

第68回 国際大会

‥

デンマーク・ヘアニング 7／31～8／3
大会会場

‥

ヘアニングコングレスセンター
KOBE エイズフェスタ2008開催 ７月26日（土）

京 都 部
第13回 京都部会

‥

2008年９月14日（日）
ホテルグランヴィア京都
京都部地域奉仕・環境事業アンケートについて YMCA

ＹＭＣＡ
JOCS コンサート

‥

８月17日（日）
青い空と白い雲のキャンプ

‥

８月23日（土）～24日（日）
場所

‥

京都 YMCA サバエ教育キャンプ場
リトセン秋の準備ワーク ９月７日（日）
ふれあい広場

‥

９月28日（日）
場所

‥

大阪城天守閣・水上バス遊覧
三役会報告

次々期西日本区理事候補者 仁科保雄さん 推薦について
国際大会の支援金、支出方法について
堀さん追悼 JWF・EF の件
堀一行さん追悼例会について（PT）

＜各事業委員会報告＞

Ｙサ・ユース 青い空と白い雲のキャンプ ８／23・24
地域奉仕・環境 ふれあい広場 ９／28（日）
ド ラ イ バ ー ９月までの例会内容について

交 流 DBC・IBCの報告

フ ァ ン ド お酒ファンド 納涼例会
名刺のファンド ８月第２例会

広報・ブリテン ９月号記事依頼について

Ｅ Ｍ Ｃ クラブメンバー分析について
25周年実行委員会 ７月25日実行委員会開催

堀一行さん追悼例会実行委員会

内容については要検討

＜審議事項＞

次々期西日本区理事候補者 仁科保雄さん

推薦の件 ⇒ 承認
国際大会支援金の支出方法について

⇒ 予算に組込む

堀さん追悼 JWF・EF について ⇒ 承認
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８月・９月予定抄

日 時 ８月30日（土）～31日（日） 一泊二日
場 所 福井県三方町食見 民宿「静風荘」TEL 0770－46－1364
費 用 メン、メネット 10,000円 コメット 7,500円

下記 YMCA 支援への感謝と現状報告
○ ミャンマーに対して

アルゼンチン、オーストラリア、カナダ、香港、日本、韓
国、マレーシア、フィリピン・マニラダウンタウン YMCA、
ニュージーランド、シンガポール、スリランカ、台湾及び米
国・ワールドサービス。合計49,528米ドル（ヤンゴン YMC
A への3,000ドルを含む）、加えて40,000米ドルが韓国の機関
から医療ミッションに確保されています。

○ 中国四川に対して
中国 YMCA、香港、日本、マカオ、マレーシア、マニラ

ダウンタウン YMCA、シンガポール、台湾、米国・ワール
ドサービス。合計40,900米ドル、そして別途85,750米ドルが
四川 YMCA に直接送られた。

○ 引き続き募金の継続を努力している YMCA
オーストラリア、香港、日本、韓国、マレーシア、シンガ

ポール。
（アジア･太平洋YMCA同盟 月間ｅニュースレター 2008年６月第５号より）

横浜国際大会情報
来る2010年、日本では1988年の京都大会以来の

国際大会が横浜にて開催されます。その準備が本
格化して来ました。逐次関連情報を掲載します。

▼開催日

‥

2010年８月５日（木）～ ８日（日）

▼会 場

‥

パシフィコ横浜（横浜市みなとみらい地区）

▼登録費（予定）

‥

55,000円（早期登録

‥

50,000円）

シンボルマーク（上図）は、緑の松明（Torch）を図案化したものです。


