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「各自、不承不承ではなく、強制されてでもなく、こうしようと心に決めたとおりにしな
さい。喜んで与える人を神は愛してくださるからです。」
（コリントの信徒への手紙２

メネット会長としての
「Let's begin !」
メネット会長

香

山

慶

子

みなさん、こんにちは。
今期メネット会長に就任し、はや２ヶ月が経過致しま
した。
私は、メネット会長になるまではクラブの内容も、メ
ネット会のこともほとんど理解しておらず、各事業にも
参加する機会もほとんどもちませんでした。よって、何
も分からないまま、メネット会長という大役を引き受け
た訳です。主人がクラブ会長を引き受けると聞いた時、
もしかして私がメネット会長…と思っただけで、頭が真っ
白になりました。同時期に息子が中学３年生になり、学
校のクラブ役員を決める事になり、私は昔からくじ引き
に弱い方なので嫌な予感がしておりました。
予感は見事に的中し、保健体育委員長に当たってしま
いました。

９月 Menette

第９章７節）

私はいままで、
「長」のつく役をさせていただいたこ
とがなかったのですが、同時に２つの「長」を引き受け
ることになってしまいました。学校の方はともかく、メ
ネット会長の方はわからない事だらけで、考えると夜も
眠れなくなるほど不安になりますが、諸先輩方に教えて
もらいながら、少しでも早く内容を理解し、頑張ってい
きたいと思います。
８月８日にクラブメネット懇親会を「ケララ」にて開
催しました。
たくさんのメネットの方々が集まり、それぞれの趣味
についてや、面白い昔話に花を咲かせたり、私は興味深
く聞き入り、楽しい時間はあっという間に過ぎてしまい
ました。
メネットの皆さんは本当にメンのサポートをして頑張っ
ておられるのを強く感じました。
今期はキャピタルクラブにとって25周年記念の年です。
メネット会としても成功に向けて全力でサポートして行
きたいと思います。
私自身クラブの皆様から元気をもらいながら、メネッ
ト会長としての自覚をしっかりと持って楽しくこの一年
を過ごしたいと思います。
どうぞ、皆様宜しくお願い申し上げます。

メネット同士の親睦を深めるとともに、ワイズの一員としてメネットも
積極的に例会に参加しましょう。メネットを中心にメネットも楽しく参
加できる例会を企画しましょう。
田上かつみメネット事業主任
（熊本むさしクラブ）

在籍者数

30名

第一例会

28名

第二例会

30名

メイキャップ

2名

出 席 率 100％

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

0ｇ
0円
0ｇ
0円
0円
0円
0円
0円
0円

第一例会 13,000円
第二例会 4,000円
累
計 17,000円

そ の 他

累

計

14,700円 献
血
成
分
累
計
14,700円 成分累計

0cc
0名
0cc
0名

第一例会
第二例会
累

3,343円
2,283円

計 296,525円

※切手を600円／K で換算分
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2008年８月５日（火）19: 00〜21 : 00
レストラン菊水

８月第一例会

文化財にも指定され、見事にレトロな雰囲気をかもし出してい

納涼例会

大正モダニズムの雰囲気に感激
山田

英樹

毎日、地球温暖化を考えさせられる暑さの続く中、納涼例会

ます。
京都在住44年、初めて訪れましたが、仕事柄、建物好きの私
は構造体や照明器具などの見所満載で、まさに大正モダニズム
といえる空間に大感激でした。
いろいろご尽力いただいた金原ドライバー委員長、ありがと
うございました。
ますひろ

は始まりました。
司会は昨年入会の内田雅彦さん。司会デビューにスポンサー

メンバーゲストは石倉さんご紹介の田中升啓さん、香山会長
はるひさ
ご紹介の田中晴久さんが参加してくださいました。

の私もやや緊張気味。しかしこればっかりはスポンサーでもど

メンバーの皆さん！ 早急にニックネームを考えましょう。

うにもなりませんが、さすがに「ココキラリ」。日ごろの接客
が生きたのか、100点満点の司会ぶりだったのではないでしょ

私の経験ですが、同姓が２人でも大概ややこしいのに、３人と
もなるとかなりのややこしさだと思います。

うか。
会場は大正５年（1916年）創業の老舗中の老舗、四条大橋東
詰めの「レストラン菊水」で、大正15年建設の建物は国の登録

参加の皆さん
メネット：内廣嘉子さん、香山慶子さん、竹田倫子さん、仁
科節子さん、山口弘子さん。メンバー28名、合計35名。

2008年８月19日（火）19: 00〜21 : 00
ウェスティン都ホテル京都

８月第二例会

スムーズに行くことが確信

裁判員制度とは何だろう

できました。
今日の講演は京都地方検

臨時総会も開催

察庁総務部検事高島麻子様

森

常夫

今日の会長の挨拶に、お盆に草刈りで母親孝行の話をされま

より裁判員制度が来年度よ
り施行される為、岡島さん

したが、夏の暑い農作業は大変である。私も岐阜の農家育ちで

の紹介で、どうして選ぶか、

経験しました。日陰は無い、太陽ギラギラ、汗はダラダラ、そ
んな環境での農作業です。

どういう制度か、なぜ導入
されたのか、また京都では

今日は臨時総会が開かれ、石村さんが議長に選出されて、国

昨年年間47件が対象になる

高島麻子さん（右）
と会長

際大会参加支援金をクラブ会計から支出する議案が承認されま
した。また「青い空と白い雲のキャンプ」のプログラムへの支

そうで、裁判に立会い評決する資格を辞退出来るか、日当が出
るか、説明して頂きましたが、私には50％程度の理解しか出来

援金が神﨑総主事に手渡された後、各委員会報告がめじろ押し

ませんでした。ご同伴頂いた京都地方検察庁企画調査課長八木

にありました。
田中升啓さん、田中晴久さんのメンバーゲストが出席され、

園江様、お忙しい中ありがとうございました。
講演が終わり８月は誕生日の人は無く、結婚記念日は岡本尚

キャピタルの平均年齢がどんどん若返り、次世代への引継ぎが

男、都ご夫妻をお祝いし、今日の例会は終了致しました。

青 い 空 と 白 い 雲 の キャンプ に 初 参 加
香
９月23日〜24日竹田さんと一緒に琵琶湖のサバエキャンプ場

山

章

治

流しそうめん部隊に配置された我々は、腰に蚊取り線香をぶ

に行って参りました。初めての参加なので場所もよく分からず、

ら下げ、ヤブ蚊のいる竹やぶへ。一番太い竹を２本切り出し、

家からキャンプ場へ向かう時はかなりの雨が降っており、不安
な気持ちでなんとか到着。

枝を払って半分に割って中の節を取ってペーパーをかけて出来
上がり。これが結構重労働。素晴らしい流しそうめんの竹筒が

しばらくしますと、今回参加の病気を抱えた子供達とその兄

２本完成。水を流して準備 OK。

弟がバスで到着。まずは一緒に昼食を取りながら自己紹介、名
前と好きなスポーツ選手と小学校一年生の時の担任の先生の名

ワークの時には雨がやみ、お天道様も子供達の為に頑張って
くれたようです。出店の準備も整い、さぁ夕食の準備！ キャ

前…？

ピタルはウイングさんとバーベＱ焼き係。子供達は総勢20名程、

え〜と誰やったかな。何とか思い出してホッと一息。

ワイズメンバーもおもしろおかしく答え一気に子供達との距離
も大接近！

食べる食べる食べまくり！ いくら焼いても追いつかないぐら
いの食欲。子供達を見ているとどこが病気なのかなぁと思う程

食事が終わると、夜の出店テント設営隊と流しそうめんセッ

だったのですが、話をお聞きするとそれぞれ大病を抱え、急に

ティング隊とに別れワーク開始！
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水がかかるだけで駄目な子もおられると分かり、少しでも子供

ブがてら若狭や神戸まで遠出し、各地方のおいしいものを食
すのが趣味でした。ところが近年の、暴飲暴食、運動不足で
体重が58kg から70 kg まで一気に登りつめてしまいました。
現在では、運動をしようと思っても、自分の体が重く感じて
しまうほどで、億劫になってしまいます。意思が弱く、スト
イックに自分を追い込むことも、とても出来そうにありませ
ん…。

目指せ！ ロンドン？

そこで最近努めていることが自分で料理を作り、少しでも
たくさんの野菜を取ることで健康な体を作ることを心がけて
います。もともと一人暮らしをしていましたので、料理をす

2008. 8. 11 せいか・盛夏・聖火
石倉

尚

るのは大好きでしたので、楽しく台所に立っております。６

「何も言えない…最高っす！」、北京オリンピックで日本２
つ目の金メダルを北島康介選手が100 m 平泳ぎで獲った。そ

月に娘も生まれ、家内も育児に追われていますので、趣味と
実益を兼ねた良いストレス発散になっております。現在、和

れも世界新記録だ。やるねぇ〜。アテネ大会に続いての連覇

食に挑戦中で、おいしい出し汁の取り方を研究中です。なか

である。昨日は、柔道男子66kg 級で内柴正人選手が金！ テ
ンションあげあげ↑。「よぉ〜しオレもいっちょやったる

なか思うようなものが出来ないことが、やる気をかきたてて
います。味見で逆に太ることのないようにしながら、趣味と

かぁ〜！」って何を？

して長く料理と付き合っていきたいと思います。

来年50歳を迎える私にとって何を今更…五十の手習いか…
ん〜ん、おもしろくない。内柴選手曰く「これが僕の仕事な

夫婦の趣味探し

ので」。ならば、私も仕事で金メダルを目指す！
50歳を前に仕事に慣れすぎた。慣れることは大切なことな
のだが、逆にまた怖ろしい。頑張らなくてもできる。という

田中

雅博

か、１つひとつ片付いていく。「こんでいいかぁ〜」という考

何かを始めようとなると，やはり家族とのことになるだろ

えを一掃し、トコトン思いっきり仕事をする。若い頃のよう
に、よくハタラキよくアソブ。

う。仕事では何かを始めようと思う前に，しなければいけな
いことがたくさんあって，いつの間にかいろいろなことを始

４年後…53歳夏に向けて、健康で視野を拡げ、徳を積むこ

めてきたと思う。しかし家族の中にはその余地は残されてい

とを始めます。目指せ！ ロンドン？、仕事で金メダル獲得
だぁ〜！

る。
娘も２年後には大学生になっている。順調にいけばである
が…。そうなるとますます夫婦の時間が増えてくる。今年も
夫婦二人で旅をした。たった１泊ではあるが，３年前以来２
回目のことである。あまり時間はなかったが，各地の名所旧

さぁ始めよう、男の厨房

跡を見るのが好きな私たちにとっては，結構楽しい２日間で

八木

悠祐

この、記事依頼をいただき真っ先に思い浮かんだのが、料
理です。

あった。でもその時に，何か同じ趣味があればもっと楽しい
だろうなと感じた。
まずは２年先を目指して，夫婦の趣味探しでも始めよう。

もともと、食べることが大好きで週末ともあれば、ドライ

達に楽しんでもらえるキャンプにしようと頑張りました。
お腹がふくれた後は夜店で子供達はワイワイキャッキャッの
大騒ぎ！ 楽しそうな歓声が敷地いっぱいにこだましていまし
た。初日最後はリーダーのファイヤーショーで終わり。
翌日天候はまずまず。朝６時集合で風のないうちに気球を上
げ、子供達を順々に乗せていきます。朝ご飯を食べて今度はク
ルーザーに乗船。昼食のおいしいカレーを頂いて最終ワーク、
写真立てを作って楽しい時間は終わりました。
私はこのようなワークは初参加で、子供達と接し、リーダー
達の働きを見てウイングクラブの皆さんを中心にウェルクラブ
の皆さんが本当に素晴らしい事業をされていると、心から感動
しました。この経験をクラブに持ち帰り、またキャピタルクラ
ブもこのキャンプを更に応援していきたいと思いますし、Ｙサ
事業本来の考え方・接し方について考えたいと思います。ウイ

聖句の解説

イエスは、貧しいやもめがその貧しい生活費

の全部の銅貨２枚を献金するのをごらんになって、
「確かに言っ
ておくが、この貧しいやもめは、だれよりもたくさん入れた」
と持っているお金の全てをささげたことをほめられました。
また、12年このかた出血のとまらなかった女がイエスの服の
房に触れていやされたとき「娘よ、あなたの信仰があなたを
救った、安心して行きなさい。」とやむにやまれずしたやり方
を認めてもらえました。神はわたしたちを愛し、あらゆる恵
みを満ちあふれさせてくださっておられます。わたしたちは、
その喜びを持っている力や持っている知恵をふりしぼって、
あらわすのです。
神はわたしの持っているすべてを見ておられます。神の愛
がわたしたちのうちにあり、その恵みがわたしたちのうちに
十分にあたえられていることを信じ、喜んでわたしたちも与
える人になりましょう。

ングクラブ、ウェルクラブの皆さんお世話になりました。
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メンバー

アジア地域会長 藤井 寛敏
（東京江東クラブ）

２月13日から15日にかけて第８回アジア地域・ミッドイヤー
コンファレンス（年央会議）が東京の在日本韓国 YMCA で
開かれました。
会議は、全執行役員（アジア地域会長、次期アジア地域会
長、直前アジア地域会長、アジア地域書記、アジア地域会計）
と全11区の理事、13名のアジア地域事業主任と委員会委員長
および関係者、傍聴者を加えて約60名という大人数で行なわ
れました。

アジア地域再構築、再編成検討委員会（AARR）
昨年11月にソウルで委員会が持たれて以降、11区のうちの
５区を有する韓国内でこの問題について議論がされており、
１月に韓国の協議会（５区の連絡会）の主幹で行われた投票
結果を受けて討議することにしていました。今回その投票結
果を得ましたが、３区が韓国だけのアジア地域からの独立、
２区がアジア大陸とアジア島嶼諸国の２つに分けるという結
果で、韓国の単独独立が決まったとの協議会の見解ですが、
反対の２区は投票に問題ありと強硬な抗議をしているようで
あり、真相を良く確かめることも含めて今後委員会を開催し、
次回のアジア地域議会に報告（出来れば提案）をすることに
2008年２月（国際アジアニュース No.４より抜粋）
なりました。

2006〜2007 アジア MC 事業主任 橋崎 恵子
（姫路グローバル）

１．アジア地域のワイズの会員数（2007／4／1 のフィリピン
報告が無い為フィリピンを除く）
2006年４月１日 9394名 2007年４月１日 9823名 429名増
２．Choi Han-ki 国際会長の「2006年度を会員増強の転換
年に」のビジョンに応え、韓国 Korea South が 534名
という著しい増強を達成。
＊アジア全体としては増加傾向にあるが、１地区が突出し
て多いことによっている。
＊フィリピン地区の現状把握ができていない状況を改善す
る努力をしていきたい。
〈会員数推移〉
区
Japan East
Japan West
Korea Center
Korea Chonbuk
Korea East
Korea South
Korea West
Philippines
Southeast Asia
Sri Lanka
Taewan
TOTAL
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2006／4／1
１１３１
１７２０
９１６
５６８
１４５０
１８２７
５８０
−
３９１
１９８
６１３
９３９４

2006／10／1
１１１１
１６７２
９１３
５８９
１３３７
２１４９
５８４
−
３７３
２０１
５８９
９５１８

2007／4／1
１１２８
１６７７
９５８
５８７
１３５７
２３６１
５８７
−
３８５
１９８
５８５
９８２３

１年間の増減
−３
−４３
４２
１９
−９３
５３４
７
−
−６
０
−２８
４２９

菅原 樅一
メネット
菅原由利子
コメット

9. 11

山口

弘子

9. 16

9. 20

山田ともこ

9. 20

山口昴一郎
石倉
斉

9. 9
9. 27

山田

9. 12

吉井

崇人・香月

ご夫妻

智也

9. 17

９月・10月予定抄
９月２日（火）
９月７日（日）
９月14日（日）
９月28日（日）
10月７日（火）
10月13日（月）
10月21日（火）

第一例会（堀一行さん追悼例会）
リトセン秋の準備ワーク
京都部会（第二例会振替）
ふれあい広場
第一例会
ベテスダの家
第二例会

＜報告事項＞
京 都 部
第13回 京都部会：2008年９月14日（日）
14 : 00受付 15: 00開会 ホテルグランヴィア京都
第２部・第３部の内容についての協議
京都部合同メネット会：2008年９月14日（日）
12 : 00受付 12: 30開会 ホテルグランヴィア京都
ＹＭＣＡ報告
リトセン秋の準備ワーク ９月７日（日）
夏の準備ワークでの事故報告
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
国際大会支援金支出方法について
８月第二例会にて臨時総会開催 ⇒ 承認済
堀さん追悼 JWF・EF の件 ⇒ 追悼例会後実施
＜各事業委員会報告＞
Ｙサ・ユース
リトセン秋の準備ワーク９／７（日）
地域奉仕・環境
ふれあい広場 ９／28（日）
ドライバー
11月までの例会内容について
交
流
DBC・IBC の報告
フ ァ ン ド
ジャガイモとファンド旅行
について
広報・ブリテン
10月号記事依頼について
Ｅ
Ｍ
Ｃ
田中升啓さんオリエンテー
ションについて
25周年実行委員会
例会内容について
堀一行さん追悼例会実行委員会
例会内容について
＜審議事項＞
田中升啓さん入会について ⇒ 承認

