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「主よ、わたしの祈りをお聞きください。嘆き祈るわたしの声に耳を向けてください。
苦難の襲うときわたしが呼び求めればあなたは必ず答えてくださるでしょう。」

（詩篇86篇 ６－７節）

10月 BF
整理作業を通してのクラブ内でのコミュニケーション。

島崎 正剛 ファンド事業主任
（名古屋プラザクラブ）

在籍者数 31名

第一例会 31名

第二例会 31名

出 席 率 100％

切 手 0ｇ
現 金 0円
累計切手 0ｇ
切 手 0円
累計現金 0円
Ｊ Ｗ Ｆ 10,000円
Ｅ Ｆ 100ドル
ＪWＦ累計 10,000円
ＥＦ累計 100ドル

第一例会 12,000円
第二例会 0円
累 計 29,000円

そ の 他 14,700円

累 計 14,700円

献 血 0cc
成 分 0名
累 計 0cc
成分累計 0名

第一例会 3,209円
第二例会 0円

累 計 299,734円

※切手を600円／K で換算分

今期ファンド委員長に
就任し、３ヶ月が

経過いたしました

ファンド事業委員長 吉 井 崇 人

一昨年前に、広報ブリテン委員長をさせて頂き、直に
クラブの活動に接していく中で、『YMCA・ワイズメ
ンズクラブ・京都キャピタルクラブの活動内容・ポリシー・
歴史』を知る事ができました。クラブと私の距離も近づ
き、何より人としての貴重な経験を積むことが出来た充
実した一年でした。

京都キャピタルクラブに入会し今年で３年目です。25
周年という記念の年にファンド委員長をさせて頂けるこ
とになり、推薦してくださった皆様の勇気と恩義にしっ
かりと応えていくために一年間フル回転で頑張って行き
たいと思っております。そして、ワイズメンとして一人
の人間として成長できる一年にしたいと思います。

事業につきましては、今期会長主題の「Let's begin」
をファンド事業と照らし合わせながら、「何か新しいファ
ンドをはじめよう。さあ、はじめよう。何をはじめよう？」
と自問自答し、試行錯誤しながら、メンバーの皆様に喜
んでいただけるファンド事業を提供し、京都キャピタル
クラブ25年の歴史に恥じる事のない活動を行っていきた
いと思っております。

ファンド事業の一年で最も大きなイベントのジャガイ
モ・かぼちゃファンドにつきましては、昨年より燃料費
や肥料費の価格高騰によりメンバーの皆様には多大なご
迷惑をお掛けしております。それにも関わらず、昨年の
販売実績に到達出来そうな勢いです。メンバーの皆様本
当にありがとうございました。10月５日の荷受作業の方
もよろしくお願いいたします。

ファンド事業のルーツである「無から有を生む」の精
神で一風変わった事業を発案出来たら良いのですが、残
念ながら今の所、無の状態ですので経験豊かな皆様のご
意見も聞かせて頂けると幸いです。

微力ながら精一杯頑張りますので、今後とも皆様のご
協力の程、何卒よろしくお願いいたします。
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香山会長と田中升啓さん（右）

堀 一行さんの追悼例会
田中升啓さん入会

岡本 尚男

９月１日で64歳になる筈の堀さんが５月28日に逝去され、

奥様の明美さん、長男の基一郎さん、三男の郁さんご出席のも
とに、追悼会を行いました。神 総主事、大山孜郎さん、石倉

尚さんと私で、夫々の関りと立場で追悼の言葉を述べました。

初代会長として厳しさと優しさに溢れた心遣いで後輩を育て
たことが語られ、堀さんの在りし日の姿と言葉が蘇る一時でし

た。優しく微笑みを湛えた遺影の前に、白の薔薇がメネット会

の心遣いと合わせて飾られ、全員で献花をしました。人生の半
分、32年間にワイズの真髄を学び、それを糧に会社、YMCA、

クラブの発展に献身的に

働いた足跡は歴史に残る
でしょう。

石倉さんのスポンサー

で、次期社長を目前にし
ていた堀さんの田中工務

店を担う田中升啓さんの

入会式も行なわれ、堀さ
んの強い思いが伝わりま

した。また、９月号のブリテンの聖句は、堀さんに相応しい

「ミスターワイズメン」への送辞でした。８月のメネット会参
加の皆さん全員が、会場に華を添えてくださったのも彼の功徳

を物語っていました。

出席メネット 内廣、大山、岡本、勝山、香山、菅原、竹田、
仁科、柳、山田とも子、正子・ダルマパーラン、山口弘子

第13回 京都部部会 442名参加
「意識を持って活動に参画しよう」＝ 5 55実現に向けて

内廣 健

参加登録者442名が一堂に集い、ホストクラブである京都ウ

イングクラブの久後勝巳さんと千晴メネットの司会のもとで、
三部構成から成る「第13回京都部部会」が華々しく幕を開けま
した。

第一幕目は、
京都クラブのバナーを先頭に17クラブのバナーセレモニーで

始まり、来賓の方々と京都部役員も打ち揃って壇上に着席。
先ず、物故者への黙祷が捧げられ、本年５月に昇天された我

がキャピタルクラブ初代会長堀 一行さんの遺影が大きく映し
出された時は、ひときわ胸迫るものがありました。

その後、 開会宣言と点鐘、 ワイズソング斉唱、西岡京都
YMCA 統括主事の聖書朗読と開会祈祷、讃美歌と続き、藤田

寿男京都部部長の「あたりまえのことを、熱い思いと強い意志
で育てる意識を持ち5 55 実現に向けて頑張ろう」との開会挨拶
があって、来賓の祝辞拝受に移り、門川大作京都市長から「共
感しつつ汗をかく行動を」との激励の挨拶。神 清一京都

YMCA 総主事から「ワイズメンの方が、自分の人生に YMC
A があってよかったと、感じてもらえれば本望」との優しい
挨拶。佐藤典子西日本区理事からは「思いやりを感じ取れる豊

かな心を」と、夫々含蓄のある言葉での挨拶が印象的でした。
続いて、来賓紹介、京都部役員紹介、京都部評議会報告の中

で、次々期理事選出事案では、キャピ
タルクラブ仁科さんが満場一致で承認

された旨の報告があり、合同メネット
会報告が終わった後、YMCA の歌と
閉会点鐘で第一幕が終了。

第二幕目は、

「宴（メシ）まで生テレビ」～500の
壁の ＜EMC シンポジュウム＞ に入
る前に、「EMC 2000推進チーム」が
壇上で紹介され「思いやりの心で例会

出席を」と呼び掛けられて、「2000に
向けて一直線」との気合の下に、会場
全員が左手拳を高らかに挙げて一致団

結の思いを確認し合ってから、17クラブ会長とパネリストの阪
田西日本区 EMC 主任、高田京都 EMC 主査、藤田京都部部長、
司会役の武村さんが登壇されて、1997年～2008年の11年間の西

日本区９部地区と、京都部のメンバーの推移表をパネルで表示
されながら、メンバー増員に向けての意見交換が活発に行われ

「物事にはキッカケを作り、危機感を持って、意識を高める努
力を」との主任総括で第二幕が終了。

第三幕目は、
文字みゆきエレクトーン奏者による「スターウォーズ」のダ

イナミックで壮大な演奏で始まり、今村隆宏京都ウイングクラ

ブ会長の開会挨拶があった後、国際協会から前年度のアワード
伝達では、神谷直前理事からメンバー増強貢献者としての３ク
ラブと我がクラブの山田英樹さんを含む個人５名に「ブースター
賞」が手渡されました。

続いて、山中次期京都部部長の発声で高らかに杯が挙げられ
宴に入り、アピールタイムではキャピタルのメン・メネットが
横断幕を掲げて登壇。金原、吉井、大山、八木、内田、田中

（升）の若手メンバーによって、「創立25周年記念例会」へのお

誘いが、力強い雄叫びと共にアピールが出来たのも、活力ある
クラブの一場面として誇らしく思いました

アルコールも入り和やかな懇親ムードの中で宴は盛り上がり、
17クラブ会長による奇想天外な発想のアトラクションのコン

クールが始まって、「アントニオ猪木」「新撰組」や、はたまた
「ベッカム香山」等々、笑いの連続で会場内は最高潮。その雰
囲気の流れに乗って、参加者全員の「大ジャンケン勝ち抜き合

戦」では皆んな子供のように興じたのですが、なんとキャピタ
ルクラブが１位（石倉さん）と３位（柳メネット）で上位を独占

し、豪華賞品を獲得されて、めでたし
めでたし……。キャピタルクラブの大

らか、朗らか、根明かのクラブを体感
しつつ終宴を迎えて「部会は共に楽し
むお祭りであり、何時までも続けるこ
とが大事だ」との武村部会実行委員長

の謝辞で三幕も感動の中に無事終了。
楽しい余韻に浸りつつ、帰途に着い

た面々が振り仰いだであろう夜空は、
まさに中秋の名月、十五夜の月明かり

の夜でした。
京都ウイングクラブの皆様本当にお

疲れさま !!

2008年９月２日（火）19:00～21:00９月第一例会
ウェスティン都ホテル京都

2008年９月14日（日）15:00～20:45９月第二例会
ホテルグランヴィア京都



― 3 ―

聖句の解説 「主よ、わたしの祈りをお聞きください」この
祈りが必ずきき入れられることを信じて祈ることのできる私
たちは、何と幸せなのでしょぅか。

私たちすべてを御存知の神は、私たちが祈る前から私たち
の心の中にある願いを知っておられます。しかし困窮する人
びとが正しい神に向かって「呼び求めればあなたは必ず答え
てくださる。」（詩篇86:7）のです。

神がどのように私たちの祈りに応えてくださるのでしょう
か。待っている時には、一日は千年にも思えるでしょう。神
にとって千年は一日であるかも知れません。（詩篇90:4）

イエスは、「気を落とさずに絶えず祈らなければならない」
（ルカ18 :1）と教えられました。

神が正義をもたらされることを確信する私たちが昼も夜も
神に叫び祈るとき、神は想像もできないような方法で応えて
くださるのです。

釣り同 好 会

「パープル25 FC」発足
第一回 福井県三方町食見にて船釣り大会

仁科 保雄

キャピタルクラブの釣師10名が参加していただき、少し天候
を心配しながら船出致しました。船に慣れないせいか２名が釣
り途中で船酔い帰港となる気の毒な一幕もありましたが、他の
人は全く動ぜず一生懸命に釣っておられました。

狙い目の大鯛は不発でしたが、香山会長の鯛一番釣りに始ま
り、次々と獲物がありました。自称主査様の山田隆之さんの発
案で、私たちの間ではいかに可愛い鯛でも小鯛とか小さいとい
うことは言ってはいけないことになりました。

釣りも終わり下船してゆっくりと宿の風呂でくつろぎ、後発
でこられたメンバーと船盛料理とお酒にも堪能し、また夜遅く
からはマージャンと楽しみを繰り広げていました。

やはり一泊の旅行は身も心も癒され、印象に残るものと釣り
会の発足を喜んでいます。竹田幹事のメンバーへのお世話を感
謝いたします。

参加者は香山会長、石倉 尚さん、幡南 進さん、森 繁樹

さん、森 常夫さん、八木悠祐さん、柳 慎司さん、山田隆之
さん、幹事の竹田博和さん、と仁科の10名でした。

なお、名称を「PA 25 FC」としました。この意味は、Ｐは
パープル、Ａ はアニバーサリー、25はキャピタルクラブ25周
年を記念しました。通常は「パープル25」と愛称されるように
との願いをこめました。

Let's Begin は整理
竹田 博和

いや～、実に沢山のことを始めてしまいました。今から十

数年ぐらい前からですかね。まずはピアノ。娘が習いに行く

ついでという名目で週に１回のレッスン通い。

そして今度は長年遠ざかっていた釣り。娘の幼稚園でご一

緒したお父さんに船釣りを誘われ遊漁船へ。すっぽりはまっ

てしまい、後には家族の顰蹙を買いながらも手前船頭へ。

その間、キャピタルクラブへ入会。YMCA の正会員にも

なり、会員委員会というところに所属しています。そして去

年から家内のお父さんが経営する会社の手伝い。

う～～ん、これはもう一人の人間がすべてをこなす限界を

超えている～～。と今頃気づきました。

そうです、今の私にとっての Let's Begin は整理。

長年通ったあげく全く上達しなかったピアノも今年に退

会。ボケ防止のつもりで通ってたんですが少し寂しい気もし

ます。でも出来る限り続けていたいのはワイズ。ワイズと私

がこれからも長年に亘り上手に付き合っていけるように、今

は Let's Begin 整理。

「違いを感じる男」をめざして
山口 雅也

仕事柄、女性のファッションや流行などを常々商品に取り

入れたいなぁと思いつつ、何を読んでいいのかわからず、た

またま目に留まったインテリア関係の記事が載っていた「グ

ラツィア」という女性ファッション雑誌を８月から読んでい

ます。

『35歳からが女は本物！』というのがこの雑誌のテーマの

ようですが、今ひとつ何が本物なのか？ わかりません。で

も何となく、こんな雰囲気かなぁ、と思わせるページもある

ので遊びのつもりで読んでいます。また、別の仕事で主婦ネ

タも仕入れたくて、「エッセ」というヤングミセス向けの雑

誌も読み始めました。こちらは「おかずネタ」が充実してい

て、家内にリクエストして作ってもらったものが家族に大ウ

ケで大満足です。そのほかには、「お片づけネタ」や「普段

着ネタ」など肩の力を抜いた楽しい内容です。

雑誌の値段も「グラツィア」780円に対して「エッセ」は

500円と対照的。

35歳を過ぎて男も女も違いがハッキリしてくる頃なのかも

しれません。私も35歳からはちょっと年は食っていますが、

「違いを感じる男」めざして、さぁ、始めよう！ です。

さぁー やるぞ！
山田 隆之

「キャピタルクラブ会長が終わったら中途半端にしている

ことを再スタート」と固い決意のもとで会長をさせて頂いて

いました。前期は何事も会長を終えることを区切りにしてい

ましたが、会長を退いて早２ヶ月…まだ何のアクションも起

こせずにいます。樹木医のテストにチャレンジ、専門誌に自

分の作品をアピール、茶道・華道の再開、美術鑑賞、商品開

発等以前からやり残している事が山積している状態です。

子供たちには何時も大きな声で「早くしなさい」、「最後ま

でやり遂げなさい」、「諦めずに努力しなさい」と自分の事は

棚に上げて注意していますが、子供達が大きくなって中途半

端な私に気づかれないうちに、父親の威厳を誇示するために

もそれなりにやり遂げておきたいものです。しかし、今期は

主査。新たな区切り（言訳）ができてしまいました…？



僕は堀さんとお会いした
事が残念ながらありません。

初めてお顔を拝見した時
はお通夜のお写真で、 その
時に自己紹介をちゃんとし
ておきました！

皆さんが堀さんの思い出
話をされているのを聞いて
いて、 厳しさの裏側にある
本当の優しさみたいなもの
を感じました。本当に素晴
らしい人だったんだなぁと
思い、 僕も立派な人間にな
りたいと心から思いました。

安部 英彦

堀 一行さんへ
13年の間、 仕事を抜きに

ワイズの仲間として付き合っ
て頂いた。よく話し、よく笑い、よく酒を飲み、よく叱られた。
真剣な顔、屈託のない笑顔…学ぶことが多かった。私も堀さん
のような頼れる人になりたい。堀さんは、いつまでも我々の目
標です。同じ時間を多く一緒に過ごせたことに感謝しておりま
す。ありがとうございました。 石倉 尚

堀さんへ
会う約束をし、５分前に着いたら遅いと怒られました。「ま

だ、５分前ですやんか」あんな、「人と会う約束したら、心配
かけてしまう時間までには着いとかなあかんねん」。

堀さんは、遅い人を心配しているのに、そんな優しさを判ら
れるのが恥ずかしく、怒っておられました。いっぱい怒られた
事、次の世代の人に伝えていきます。 石村 吉宏

（堀さんとは）私が入会する頃より体調を崩され残念ながら
一度お目にかかっただけでお別れとなってしまいました。しか
し Y's のメンバーより堀さんの偉大さは、ずっとお聞きしてお
り今も語られています。出来ることならもっとお会いして身近
で色々な勉強をさせていただきたかったです。 内田 雅彦

人生には、多くの「出会い」「触れ合い」そして「別れ」が
あると良く言われるのですが、大きな存在感のあった堀 一行
様は、私達に埋めようの無い大きな喪失感を残して、突然去っ
て行ってしまわれました。振り返りますと私と堀さんとの出会
いはキャピタルクラブ発足の時からで、初代会長として、高い
品格に裏打ちされた毅然とした行動で情熱を注がれる姿は、傍
から見ていても教えられることばかり。

又その一方で、ビールを愛し、ゴルフを愛し、私に対しても
優しく豊かな心で触れ合って下さいましたし、私のみならず、
娘や孫に至るまで、名前を呼んでの話しかけには、驚かされた
ことも度々でした。

この堀様のお人柄が、キャピタル25年の歴史の中に刻み込ま
れて居りますので、これからも品位品格のあるクラブとして、
堀様の想い出と共に成長し続けて行く事と思います。

これこそが「キャピタル文化」と言えるのではないでしょうか。
堀 一行様……これらかも、クラブの一員としてしっかり我々

を見守って居て下さい。 内廣 健

堀さんとの想い出で忘れられないこと。それはお逢いしたとき
には必ず、優しさに包まれた笑顔で挨拶しながら、握手をしてくだ
さったということ。一人の大人として扱ってくださっているとい
うことが、いつも嬉しかった。元気づけられている気がしたから。

堀さんに色んなことを教わりたかった。大人で格好いい堀さん
に。 大山 謙一

堀君のこと
私は25年前の５月21日に彼と初めて会った。

初代会長としての、 情熱
に燃え輝いていた。 彼のい
るクラブなら入会して良い
と思った。それから25年、
彼のクラブを愛する心には
何時もかなわないと思って
いた。

がむしゃらに走っていた
彼、今の我がクラブには彼
の後継者がたくさん育って
いる。 天国でゆっくり休ん
でほしい。

大山 孜郎

堀さんへ
堀 一行さん、明美さん

の結婚式の司会をさせて頂
きました。 親友でもあり全
幅の信頼をしている堀さん

に、平成15年新築計画を相談。100年後も頑強な木造住宅を６
ヶ月かけて新築して頂き、心から感謝しています。

東京の雑誌社「新しい住まいの設計」から取材があり、２回
掲載して頂きました。

良き友人に恵まれ幸せです。堀さん、ありがとう。
岡島 脩雄

32年間のワイズメンとしての働きに感謝。クラブの発展と
後輩の育成に初代会長の自負心で25年間頑張りありがとう。
YMCA への献身的な関与、厳しさがあったが為に優しい心遣
いが輝いた生涯でした。私の友人として誠意を尽くしてくれた
ことに心からの「ありがとう。」を捧げます。 岡本 尚男

堀 一行君を偲ぶ
一報を聞き何をしているのか自分自身分からない状態が続い

ていました。32年間共に同じクラブで過ごしてきた堀君が今は
いない…。精神性の高い所をいつも目指し、良質の社会人 を
目標とされ、常に平行感覚をもって物事に対峙し、自分に厳し
く、又他人にも厳しい人、 公私とも、危機管理を重んじられ
クラブ運営においても大きく生かされています。この熱い熱い
思いをクラブの本流としていつまでも言い伝えていきたいと思
います。 勝山廣一郎

堀さん、32年間のワイズライフ、本当にお疲れ様でした。
私は、厳しい堀さんばかり印象に残っていたのですが、堀さ

んの写真のスライドを作成する中で、写真に映る堀さんの子供
のような優しい笑顔に本当の堀さんを垣間見た気がしました。
ほんの短い期間でしかありませんでしたが、ワイズに対する堀
さんの思いを少しでも感じることができたのは、宝物だと思っ
ています。本当にありがとうございました。 金原 弘明

堀さんへ
堀さん天国でゴルフできてますか？
堀さんが名前を付けて下さった「パープル会」は参加者も増

え活発に活動しています。堀さんがいなくて寂しいです。
もっともっと一緒にラウンドしたかった堀さん、さようなら。

香山 章治

堀さん
YMCA を、そして何より私自身をいつも支えてくださりあ

りがとうございました。
聖書に「言葉や口先だけではなく、行いをもって誠実に愛し

合おう」という箇所があります。まさに、堀さんはその生き様
をもって、私たちを、キリスト教教会をささえてくださいまし
た。ここにあらためて、これからの歩む途に責任の大きさを感
じ、励ましをいただけない現実を噛み締めるものであります。
でも…。どうかこれからも見守ってくださいますよね。
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ありがとうございました。心からの感謝込めて。
神﨑 清一

平成13年、堀さんがスポンサーで、当キャピタルクラブへ入
会させていただきました（私の妻は、平成10年、私の亡き父の
家業をささえる為、営業に走り廻っていた頃、堀さんにお会い
していました）。それ以来、堀さんには、夫婦ともども、あた
たかく応援していただきました。会うと必ず "奥さん元気にし
てるか？" と笑顔で聞かれました。何事にも筋を通し、堂々と
物事に対処する堀さんの厳しい姿勢と、反面、思いやりのある
やさしい心は、常に私に人生どうあるべきか示してきていただ
きました。

その堀さんの笑顔も見られなくなりましたが、これからもずっ
と天国から "がんばれよ" と笑顔で見守ってもらえるような気
がします。 菅原 樅一

堀 一行様
五年半前にキャピタルクラブに入会させていただいてから、

クラブライフや、仕事のことなど色々とご指導いただきありが
とうございました。厳しくもあり、優しくもあり、タバコなん
かは止めなあかんでと注意もされていました。まだまだ教えて
頂きたいことがあったのに本当に残念です。これからもキャピ
タルクラブを見守っていてください。 瀬本 純夫

「堀さんへ」
「大きな声で豪快に笑う堀さん」、「やさしく周りの人達を温

かく包んでくれる堀さん」、「険しい顔をして厳しく叱咤する堀
さん」、「情が深く涙もろい堀さん」、「何事にも全力で取り組む
堀さん」、全てが堀一行さんです。本当に御苦労さまでした。
そしてありがとうございました。心からご冥福をお祈りいたし
ます。 2008年９月８日 大門 和彦

堀さんへ
堀さんがこよなく愛したキャピタルクラブが、これからもキャ

ピタルらしく、またキャピタルであることに誇りを持てるよう
に。心よりご冥福をお祈りいたします。 竹田 博和

堀さんと初めて会ったのは40年近く前である。その30年後に
同じキャピタルのメンバーになるとは夢にも思わなかった。入
会式の日の言葉が今でも忘れられないし、無性に嬉しかったこ
とを覚えている。私が会長の時にも温かい励ましをいただいた。
京都部会の開催直前に思いもかけぬ事件があったが、その時の
言葉にどれほど救われたか知れない。 田中 雅博

堀さんに
私が入会以来25年、なにかとお世話になってきました。あま

り同じ委員会になることは少なかったのですが、学ぶべきこと
が多々ありました。まだまだご指導いただくことが山のように
ありますのに大変残念です。部長期を終わらせて頂いた時、

「よくやった、あんたにやってもらってよかった」肩を抱いて
言ってもらえたこの言葉が忘れられません。これからもしっか
りと足跡を見つめワイズ魂をこれからの役職に忠実に生かさせ
ていただきます。 仁科 保雄

堀さんへ
初めてお会いして18年、公私共ご指導頂き、私の人生にあら

ゆる面で一番影響を与えた方でした。今は指針を失った思いで
すが、今後はいろいろな問題に遭遇した時、堀さんならどのよ
うにお考えになるだろうか、どのように行動されるだろうかと
考え、対処して行きたいと思います。心よりご冥福をお祈り申
し上げます。 橋本 眞一

堀さんへ
入会したところの私にお仕事を頂きました。心配そうに遠く

から見ておられた姿が今でも忘れられません。ゴルフを一度ご
一緒しました。勇敢にスイングされる姿が忘れられません。一
度叱られました。『どんな理由があっても遅刻は駄目や！』私
にとって一生大切な言葉となりました。ありがとうございまし
た。 幡南 進

「グランパ！」と呼ぶと「ニコッ」いつも私には優しい堀さ
ん。ゴルフ始めると言ったら「わしが教えたる！」お誕生日に
ケーキのチョコレートをティッシュで包み、風船を抱えて電車

に乗ってニコニコ帰られました。昨日のことのように思います。
歩いているだけで "オーラ" がギラギラ！ 心に残る方との出
会いに感謝いたします。 村田深砂子

堀さんとは、ワイズの例会で数回ご一緒させていただいただ
けで堀さんのことはほとんど記憶にありませんが、ワイズメン
ズクラブの先輩の立場から、いろいろとご指導いただき、共に
ワイズメンズ活動をさせていただきたかったです。たいへん残
念な想いです。堀さんの精神をしっかり引き継いでいこうと思
います。 森 繁樹

私が堀一行さんを意識したのは入会して半年後でした。ワイ
ズの話でなく最初に森さんどうやから始まりました。私が会長
の時、いろんな意味でアドバイスして下さり感謝感謝です。十
勝のアジア大会、香港の世界大会等でショツピングや食事を共
にして堀さんの素晴らしさを感じ取りました。もっと、もっと
ご指導仰ぎたかったのに…。 森 常夫

堀さん、ありがとうございました
このような文章を書かなければならないことが、残念でなり

ません。
キャピタルに入り、右も左も解らない私にワイズの心を熱心

に語っていただき、本当にありがとうございました。これから
もっと、いろいろな事を教えて欲しかった…。

ゴルフ・仕事・人生について。安らかにお眠りください。本
当にありがとうございました。 八木 悠祐

「堀さんへ」
2004年度に会長をさせて頂いた折、パークホテル閉館により

例会会場の変更を余儀なくされた折、「総会決議を」と一番に
苦言を頂戴しました。しかし、決定後には一番に「聞くところ
によると、柳会長自ら数件のホテルを廻ったとか…堪忍やで会
長一人苦労させてしもたな」肩を叩きながら労って頂きました。

又、同業とは言えこんな小さな工務店に「仕事はどや？」と
逢うたびにお気遣いの励ましを頂きました。確かに怖く眉をひ
そめ、眼光鋭く、顎に手をやり「あんなぁー…」第一声では直
立不動でお伺いしてました。人として、ワイズメンとして、何
より同じ建築業界の人間として目標でありました。「まだまだ
色々と教えて頂きたかった、残念」心よりご冥福をお祈り申し
上げます。 柳 慎司

堀さんへ
堀さんとは、私の親父がワイズに入会した時からのおつき合

いになります。親父が亡くなってからも「お母ちゃん元気にし
てるか」「商売はあんじょういってるか」と、よく声を掛けて
もらいました。私には恐いというイメージは全くなく、優しい
おじのような存在でした。ご冥福をお祈りし、ご家族の皆様の
今後のお幸せを祈念いたします。 山口 雅也

堀さんへ
本当に弟のように怒っていただき感謝しておりました。まだ

いっぱい怒っていただきたい事や教えていただきたい事が沢山
ありました。堀さんの真似をすることはできませんが少しでも
近づけるように頑張っていきたいと思っています。本当に残念
でなりません。 山田 隆之

８月29日で百日の法要も無事に完了しました。ただ、寂しさ
は日ましに大きくなるようです。

考えてみると時間という点では誰より長くなる訳で…。当然
なのかもしれません。 山田 英樹

堀さんへ
堀さんは、二年半と短い間のお付き合いでした。入会前のオ

リエンテーションも堀さんにしていただきました。
入会当初は、怖いイメージしかなく近寄りがたかったのです

が、堀さんから声をかけていただき、とてもうれしかった事を
覚えています。

委員会・京都部会等のお酒を飲んだ場の帰路、京阪電車の六
地蔵までの電車の中でクラブの話、仕事の話、物凄く貴重で楽
しい話、しっかり覚えております。僕は、堀さんの様な大きな
男を目指して生きて行こうと思います。 吉井 崇人

（原文のママ）
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YMCA リトリートセンター
秋の準備ワーク

勝山廣一郎

９月７日（日）快晴のもと、午前10時より作業開始。キャピタ
ルクラブのワーク場所はファミリテージおよび果樹園周辺の草
刈り。各メンバー、持ち場に分かれ、草刈り担当、草刈り後の
草の運搬担当。メネットの皆さんには本館の掃除をお願いいた
しました。

各メンバー、テキパキと作業をこなし綺麗な草原になり、お
腹もちょうど空き、昼食。トゥービークラブのお世話でカツカ
レー料理。大変美味しく頂きました。

昼食後、未整備の所の作業開始直前に雷と共に豪雨になり中
断。約一時間ほどで雨も止み、残り作業も素早く終了。

全員で集合写真の撮影、香山会長の閉会の挨拶で無事に終え
る事ができました。感謝。

参加者：石村、勝山、香山、神﨑、菅原、八木、柳、山田
（隆）、山田（英）、金原、幡南、内田、田中（升）

メネット 勝山、柳、山田まゆみ、山田とも子、田中（升）
コメット 山田（隆）、山田（英）、田中（升）

メンバー
田中 雅博 10. 13 内廣 健 10. 19
メネット
岡本 都 10. 17 大門 洋子 10. 17
石倉 博子 10. 19
コメット
内田 沙良 10. 31 内田 紗里 10. 31

山口 雅也・重子 ご夫妻 10. 3
石倉 尚・博子 ご夫妻 10. 12
神﨑 清一・陽子 ご夫妻 10. 30

10月５日（日） ジャガイモファンド
10月７日（火） 第一例会 HB. HA
10月13日（祝） ベテスダ祭り
10月21日（火） 第二例会（25周年リハーサル例会）
10月28日（火） 役 員 会
11月１日（土） 25周年記念例会
11月２日（日） 国際協力街頭募金
11月９日（日） ワイズデー
11月16日（日） リトセンオータムフェスタ
11月18日（火） 第二例会
11月25日（火） 役 員 会

＜報告事項＞
西日本区

大阪ワイズメンズクラブ80周年記念例会
2008年11月８日（土）15:30受付 16:30開会
スイスホテル南海大阪 浪華の間
びわこ部会：
2008年10月18日（土）10:00受付 10:30開会
大津プリンスホテル
ユースワンコイン募金箱について
YMCA ユ－スファンドへの協力について
BF 代表応募について

京 都 部
次々期京都部部長立候補の件
第２回京都部評議会の件：「京都部会の会場・事務費を部
費で賄う件」→ 取下
めいぷるクラブ25周年記念例会 2008年11月23日（日）
17:00受付 18:00開会 ウエスティン都ホテル京都

三役会報告
堀一行さん追悼JWF・EF 実施の件
JWF 10,000円 EF 100ドル 送金済
京視協伏見支部結成60周年記念式典及び親睦会
2008年10月19日（日） 11:00～14:00 料亭 つる清 御祝金1万円

＜各事業委員会報告＞
Ｙサ・ユース リトセン秋の準備ワーク報告
地域奉仕・環境 ベテスダ祭り一品寄贈お願い

こどもエコライフチャレンジ推進事業
ド ラ イ バ ー 12月までの例会内容について
交 流 周年例会後の東京クラブ・ベゼル

クラブの対応について
フ ァ ン ド ジャガイモファンド・旅行

ファンドの件
広報・ブリテン 10・11月号の記事依頼について
Ｅ Ｍ Ｃ 例会出席状況について
25周年実行委員会 第一回オープン委員会報告
＜審議事項＞

京視協伏見支部結成60周年記念式典及び
親睦会 お祝金１万円→承認
石倉さん お見舞金１万円 → 承認
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10月・11月予定抄

東京ワイズメンズクラブ
ワイン販売のご案内

東京ワイズメンズクラブでは東京 YMCA への支援活動を
強化すべく、そのファンド作りとしてワインの販売を今月よ
り始めました。1899年創業の甲州・勝沼の名門ワイナリーで
ある「蒼龍葡萄酒株式会社」と特別提携し、東京クラブメン
バーが厳選したワインをご提供いたします。

赤・白ともとても飲みやすくかつ味わい深いワインです。
お申込後約１週間程度でご指定先へお届けいたします。

★赤白各１本セット（化粧箱入） ￥3,000（税サ込）～
◆ご家庭でのお楽しみに！ ◆クラブ周年行事、特別例会、
懇親会に！ ◆記念品、お土産として！ ◆部会、部行事等で
のご利用に！ ◆チャリティゴルフ等イベントの賞品として！

「お申込方法」
（1）オンライン販売

次の URL をクリックしていただきますと「ワイズワイン販
売専用サイト」が開きます。http:／／tokyofund.cart.fc2.com

（2）FAXによるお申込
添付いたしました「ワイン販売のご案内」をプリントの

上ファクスにてお申込ください。
「お支払い方法」

代金引換と銀行振込がご利用いただけます。詳細は「ワ
イン販売のご案内」または、「ワイズワイン販売専用サイ
ト」をご参照ください。

皆様のお申込をお待ち申し上げます。尚、収益は全額、
東京 YMCA の青少年事業に寄付させていただきます。

「お知らせ」当面はワイズメン・メネット・YMCA 関係者及び
これらの方のご紹介者への販売に限らさせていただきます。

「企画」東京ワイズメンズクラブ・WW ファンド事業委員会
委員長 庄司征彦

「企画についてのお問い合せ先」
東京ワイズメンズクラブ 田中博之（販売担当責任者）

携帯090－9823－6387


