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「恵みと平和があなたがたにあるように」
（コリントの信徒への手紙２

ドライバー委員として
やれること
ドライバー委員長

金

原

弘

明

今期香山章治会長の下、25周年とい
う大きな節目の年にドライバー委員長という重責を担い、
緊張した日々を過ごしています。正直申し上げて、香山
会長よりドライバー委員長の依頼を請けた時は、ドライ
バー委員長の責任がここまで重いものとは考えていませ
んでした。
今期香山会長の主題が「Let's begin」……伝統的な
キャピタルスタイルの例会運営を守りながら、新たな25
年に向けての新しい試みをと考え、例会のビデオ記録を
行っています。20年後、30年後にこの25周年時を振り
返りたいと思った時、是非、現在のキャピタルの姿やメ
ンバーの絆の強さを見てもらいたいとの思いからです。
ドライバー委員として少しでもクラブに貢献する為に、
「25周年記念事業」と「メンバー増強」への貢献を事業
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第１章２節）

方針として掲げています。例会運営はEMCとも非常に
強い繋がりを持っていると思います。楽しい例会を催す
ことができれば、現在のメンバーにとってはもちろんの
こと、入会を検討するメンバー候補の方にも、キャピタ
ルのメンバーであることの楽しみの一つとして、入会を
後押しすることになると思います。
では、
「楽しい例会」とは何でしょうか？
もちろん、単純に講演の内容が楽しいということもあ
ると思いますが、メンバーの皆様が楽しく出会える場の
提供こそが「楽しい例会」の本質ではないかと思ってい
ます。その為には、例会の運営が滞ることなく、きっち
りと行われることが最低限必要と考えています。期初の
委員会で、委員会のメンバーである石村さんから、
「ド
ライバー委員長として本当に満足できる例会は期の内に
１、２回あるかないかだよ」と言われたことを思い出し
ます。ドライバー委員長として過ごす今期の内に、満足
できる例会……メンバーの皆さんが笑顔で過ごし、笑顔
で帰って行かれる姿が見られる例会を１回でも多く設け
られるように、これからも頑張りたいと思います。

誇りと自信をもってワイズダムの活動を地域の人々にアピールしましょう。
存在感を示すのです。
中堀 清哲広報事業主任

0ｇ 第一例会
0円 第二例会
0ｇ 累
計
0円
0円
10,000円
100ドル
10,000円
100ドル

（鹿児島クラブ）

19,000円 その他
6,000円
54,000円
累 計

14,700円 献
血
成
分
累
計
14,700円 成分累計

0cc ９月例会
56.36㎏ 第一例会
0名 10月例会
45.16㎏ 第二例会
0cc
0名 累
計 101.52㎏ 累
計
（ペットボトル換算
26,133.081本）

2,423円
3,072円
305,229円
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2008年10月７日（火）19:00〜21:00
ウェスティン都ホテル京都

10月第一例会
環境にやさしい運転
「エコドライブ」を始めよう
大山

謙一

会長による開会点鐘・挨拶の後第一例会は開催され、各委員
会報告といよいよ迫ってきた25周年実行委員会報告へと続きま
した。
本日は、京都市環境局環境企画部環境管理課の堀田英行様よ
り「環境にやさしい運転『エコドライブ』を始めよう」と題し
たご講演でした。
スライドにわかりやすくまとめられた資料を見て、「ちょっ
とした心がけでこんなに違うのか！」と非常に興味深い、また

自分のまわりにいる車に乗ってい
る人に話したくなるような内容で
した。
何気なくアイドリングをしてい
ると、あっという間に10分ぐらい
になるけれど、アイドリング10分
で130ccのガソリンを使い、５分の
香山会長と堀田様（右）
冷暖房で160ccのガソリンを使って
いる……などが、「エコドライブ10
のすすめ」にあるのを見て、「あっこれならできる。今すぐに
実施しよう！」と思ったと同時に、ちょっとドキッとした。
ご講演の後、質疑応答が幾つかあり、ハッピーバースディー
ならびに、アニバーサリーを祝って、にこにこ、YMCAの歌
と続き会長の閉会点鐘で第一例会は、無事に閉じられました。

2008年10月21日（火）19:00〜21:00
ウェスティン都ホテル京都

10月第二例会
25周年記念例会リハーサル
山口

雅也

設立25周年記念例会を10日後に控え、実際の会場である「瑞
穂の間」においてリハーサルを行いました。最初は、通常例会
をリハーサルに充てることの違和感を少し抱いていましたが、
リハーサルが進むにつれてそんな思いも次第になくなっていき
ました。通常例会なので、点鐘から委員会報告まではいつも通
りに運び、会食をサンドイッチの軽食にしてリハーサルは始ま
りました。
司会進行の岡島さん、金原さんも本番さながらに進行され、

第23回ふれあい広場初参加
内田

雅彦

９月28日少し肌寒い朝、伏見稲荷大社の大型駐車場に８時30
分集合。総勢97名、視覚障害者の方をはじめ、参加者が続々と
集まり出発の時を待っていました。パートナーとの顔合わせも
無事終わり、バスに乗り込み一路大阪へ。大阪城に到着、記念
撮影をし、楽しく昼食を頂いた後、天守閣へ。大阪の街をくるり
と見渡し、次の目的アクアライナーへ。

スクリーンにも当日の映像が映し出されました。しかし、プロ
グラムの間や、入退場の次第など、計画していたものと実際の
動きとではやはり違いが出てきました。それを丁寧に確認、修
正してひと通りのリハーサルが終了しました。
当日は200人を超えるワイズメンをお迎えするにあたって、
より楽しく、快適な、心に残る例会を作ろうとする、石倉実行
委員長や柳例会委員長の「おもてなしの心」を痛感したリハー
サルでした。
また、通常例会でリハーサルをすることで、役員や経験の多
い会員だけでなく、会歴の浅い会員、そしてメネット会長もご
出席いただき、一緒になって記念例会を作り上げることができ、
事前に雰囲気を共有できたことはとても意味深いことだと感じ
ました。
皆さん終始笑顔の中、水上バスに乗り込み約一時間、水の都
大阪の中心を流れる大川に揺られながら、大阪散策を楽しんで
いただいたと思います。
私自身、初めての介助ということもあり、一緒に歩く、食事
をする、ただそれを相手のペースにあわせることの難しさを感
じた貴重な一日でした。
事前にメンバーから視覚障害者の方々が一年に一度の『ふれ
あい広場』を楽しみにしていて下さることを聞き、その思いに
応えるべくこのイベントを成功させるため、事前に下見、打合
せを重ねてこられた「こおろぎ」関係者の方々、柳地域奉仕・
環境委員長をはじめ各メンバーに感謝。感謝。
聖句の解説 私たちが慰められて満足していては駄目なので
す。苦難の中にある人々を慰めることができるのですから、
その人たちを慰める機会を作らなければなりません。
しかし、
「慰められよ」と強制することはできません。いろ
いろな苦難の中にある人々ですらから、その苦難を理解して
あげなければなりません。私自身そのままを受け入れてくだ
さったイエス様の愛を受けていますから、その人々をもその
ままに私たちは受け入れなければなりません。説教をしたり、
叱ったり、たしなめたり、非難したりするのではなく、その
人々の心の声に耳を傾け、人々のそのままを受け入れるので
す。それから共に考え、話し合い、イエス様にお祈りして、
生き方を受け入れられたときに、人々は慰められるのではな
いでしょうか。
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できる男をめざして……
安部

英彦

大好きな釣りを始めてから約二十数年、ザリガニ釣りに始ま
り今はアオリイカ釣りにはまってます。イカをさばくのは簡
単ですが、ヒレ付き鱗有りのお魚になるとお手上げで、釣って
帰っても奥さんや、おやじに捌いて貰って釣りっぱなし状態。
だから最近我が家ではイカ以外は持って帰ることを禁止さ
れております。これではイカンと思い、魚の捌き方の本を熟
読中です。頭で分かっていても手がいう事を聞かず、これは
相当練習が必要やなぁと感じています。近々舞鶴に行って練
習用の安い魚を買いに行きあれこれやってみようかなと。
何時になるやらわからない長い道のりを一歩一歩頑張りま
す。夢はでっかく板前級の腕前！

「Let's begin」とEMC
EMC事業委員長

大門

和彦

キャピタルクラブが誕生して25周年の今期は、節目の年で
あります。メンバー全員が今まで以上に一致団結する良い機
会になっています。この雰囲気をそのままに、EMC事業を
進めて参りたいと思います。
EMC事業の主体である「会員増強」は西日本区や京都部
でも特に力を入れている部分です。当クラブも、９月第一例

ジャガイモで眠れない
吉井

崇人

10月５日（土）例年どおり、ジャガイモ集荷作業を行いました。
前日は、配送先や配車確認等の作業、ジャガイモがちゃんと届
くのかの心配で結局寝られないまま集合場所にむかいました。
６時きっちりに作業がスタートし、早朝にも関わらず皆さんエ
ンジン全開でトラック一杯に積まれていたジャガイモ・カボチャ
があっという間に無くなって行き、作業は終了しました。
たくさんの人間の力が集まると凄く大きな力になることに驚
きました。
ファンド委
員長の僕は、
というとほ
とんど力仕
事をしなかっ
たため、作
業後に配ら
れた冷たい
缶コーヒー

会にて新会員の入会があり幸先の良いスタートを切ることが
できました。25周年事業の盛り上りに便乗し積極的に会員増
強を進めていきます。もちろんクラブメンバー全員の協力も
必要不可欠ですので何卒よろしくお願いします。
一方で ジンクス も耳にします。「周年事業のような大
きなイベントをした後はメンバーが減る」。燃え尽きてしま
うのか？ 疲れたのか？ 原因はわかりませんが統計的には
そのようです。キャピタルメンバーには考えにくい事ですが、
もしものために……を考えておかなければなりません。「ド
ロップアウト」を未然に防ぐことも、EMC事業としは重要
な役割だと思っています。
今期、新入会員目標５名！ ノンドロップを目指し、例会
出席率を重点ポイントとして取り組みます。

初めても続かない
吉井

崇人

僕は、なかなかの飽き性です。なにかを始めても直ぐに飽
きてしまい、なかなか続きません。
今回こういったテーマで原稿依頼をいただいたので、少し
真剣に考えてみました。
以前、色々やりました。そして飽きました。ギター・ボク
シング・読書・サーフィン・絵・日曜大工等。
考えた結果、自分自身の飽き性を治す事を始める、を始め
ました。思い立ったが吉日という事で、読書を始めてみまし
た。読み始め当初は、調子良く進んでいたのですが。やって
きました。早速やってきました。飽き！
最近の僕は、読みたくない日も続けています。そう、飽き
性を治す事を始めたからです。
さて何日後に、この本を最後まで読みきった自分がいるの
でしょうか？

が僕には冷たすぎました。
来年は、体を動かして、冷たいコーヒーが美味しくなる様頑
張りたいと思いました。何よりたくさんのメンバーに集まって
いただけた事が一番うれしかったです。ご協力ありがとうござ
いました。

田中

升啓

TANAKA MASUHIRO

生年月日：1971年６月28日
自
宅：高槻市明野町36−29
電
話：072−671−8860
勤 務 先：田中工務店
（建設業）
家
族：妻
佳津子 ４月11日生
長男 啓太郎 ５月24日生
次男 隆之祐 10月20日生
長女 綾 音 ４月30日生
血 液 型：O型
結婚記念日：８月１日
モットー：やってみなきゃわからない
趣 味：ギター、音楽
紹 介 者：石倉
尚
入会して ４ヶ月前まではワイズメンズクラブをよく知らなかっ
た私ですが、今は入会出来たことは私にとって人生の大きな転
機だと思っております。新入りでまだ？な事も多々ありますが、
よろしくお願いいたします。
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2008年度ベテスダ祭り
―42名の参加で盛り上る―
八木

悠祐

2008年10月13日
体育の日、今年も
毎年恒例のベテス
ダ祭りが、向島の
「ベテスダの家」
にて盛大に開催さ
れました。朝から
晴れ渡り少し暑い
くらいのお天気の
中、大勢のお客様
がおいでになり大盛況でした。
キャピタルクラブは今年も恒例の焼きそば・イカ焼き・飲み
物・ラーメン、焼き餃子というラインナップでお手伝いさせて
いただきました。メネットの皆様には例年同様、炊事場での作
業や売り子として大活躍していただきました。
ベテスダ祭りには毎年参加させていただいておりますが、私
自身いちばんボランティアをしていると感じられるイベントで、
ベテスダの家の皆さんや地域の皆さんの笑顔を見ると、何か逆
に元気をもらっているような気持ちになります。
今年は、キャピタルクラブのメンバーもメネット・コメット
を合わせ総勢42名という大人数での活動となり、クラブ内のコ
ミュニケーションにも繋がったのではないかと思います。最後
に秋晴れのもと皆さんで記念撮影をしました。
今年も空模様同様、晴れ渡った気持ちで帰途に着くことがで
きました。
最後にいろいろご準備いただきました、メネットの皆様、メ
ンバーの皆様、地域奉仕・環境委員長の柳さん本当にお疲れ様
でした。山田主査、じゃがいも50㎏の差し入れありがとうござ
いました。
参加者
安部・石倉・石村・内田・内廣・大山（謙）・大山
（孜）
・岡島・
岡本・勝山・香山・菅原・瀬本・大門・田中（雅）
・田中（升）
・
仁科・八木・柳・山口・山田（隆）・山田（英）
【メネット】 安部・石倉・内田･内廣・岡本・勝山・香山・菅
原･仁科･柳･山田（ま）･山田（と）･正子ダルマパーラン
【コメット】 石倉･内田２名･田中（升）２名･山田（英）･山田
（隆）

◎

こんにちは 赤ちゃん

◎

八木悠祐さんに長女誕生!! おめでとうございます
八木 茉耶
（やぎ まや）
平成20年６月13日生まれ 2600ｇ
血液型 Ｏ型
近況：一日中、家でごろごろしながら、
おっぱいを飲んで過ごしてます。
最近、寝返りと指吸いにハマッていま
す♪ キャピタルデビューができる日
を楽しみにしています。そのときは遊
んでくださいね。
今後ともよろしくお願いします。
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メンバー
金原 弘明
メネット
安部 智子
コメット
山田 奈未

香山
柳
仁科

11. 3

大山

孜郎

11. 28

香山

紫保

11. 17

11. 20
11. 16

章治・慶 子
慎司・早知子
保雄・節 子

ご夫妻
ご夫妻
ご夫妻

11. 12
11. 18
11. 25

11月・12月予定抄
11月１日（土）
11月２日（日）
11月16日（日）
11月18日（火）
11月25日（火）
12月２日（火）
12月16日（火）
12月20日（土）

25周年記念例会
国際協力街頭募金・ワイズデー
リトセンオータムフェスタ
第二例会 HB. HA
役 員 会
第一例会
役員会
クリスマス例会

＜報告事項＞
西日本区
大阪クラブ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
京 都 部
京都めいぷるクラブ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
こどもエコライフチャレンジ推進事業の見学会
⇒香山会長出席済み
各事業報告書提出の件
⇒事業報告書を各委員長より各事業主査にメールにて送
ること
YMCA報告
国際協力街頭募金
11月２日（日）11:50集合 京都YMCA三条本館
世界YMCA･YWCA合同祈祷集会
2008年11月13日（木）18:30開会 京都YWCA
リトリートセンターオータムフェスタ
11月16日（日）11:00開会 京都YMCAリトリートセンター
三役会報告
メネット招待例会⇒新年会
田中升啓さん委員会配属⇒YMCAサービス委員会
＜各事業委員会報告＞
Ｙサ・ユース
リトセンオータムフェスタに
ついて
地域奉仕・環境
ベテスダ祭りの報告
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
旅行ファンドの件
広報・ブリテン
11･12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２回オープン委員会報告

