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『あなたは兄弟の目にあるおが屑は見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないの
（マタイによる福音書

か。』

第７章３節）

個性あるブリテン作りを目指して
ブリテン・広報委員長

香山会長のもとブリテン委員長をさせ
ていただいてまもなく１年が経ちます。
今年はホームページの写真に不具合があり、当初張り切っ
てアップさせていた写真もいつのまにか手付かずになって
しまいました。
昨年スタートの時に1年の決まっている行事については
原稿の依頼者を決めてしまい基本はそれに沿って依頼でき
たため、誰に頼むかはあまり悩まず進めてこられたかと思
います。ただ、仕事の合間にする作業でもあり、ついつい
後回しになり結局締め切り間近になって慌てることもたび
たび。何気なく読むブリテン。でも原稿を書いていただい
た方は、一生懸命気持ちを伝えようと書いてくださる。そ
れぞれの想いを込めて書いてくださる。その気持ちを大切
に、できる限り書いてくださった想いが読んでいただいた

５月 L T

村

田

深砂子

方々に伝わるよう「ありのままの原稿」を掲載することに
努力いたしました。
会長主題のレッツビギンにあやかり
「さぁ はじめようレッ
ツビギン」のテーマで皆さまに書いていただきました内容
を読み返すと、１年たって皆さんはレッツビギンされたか
な…と考えました。その後のレッツビギンを聞いてみよう
かと思っております
（ちなみに私は…できておりません）
。
広報という立場で考えるとブリテンの発行だけで他の活
動などはできておりませんでした。また、クラブ内でも大
きな出来事（堀さんの件、25周年の件）があったにも関ら
ず、あまりブリテンの中で紹介することが出来なかったこ
と反省いたします。
皆さんが自分の大切な時間を使い色々考えて書いてくだ
さったことに本当に感謝いたしております。

クラブ例会を思いやりの心で！ 次期クラブ役員とビジョンを語り、ともに
成長を目指しましょう。活動意欲とリーダーシップの高揚に「ワイズ読本」
をご活用下さい。
佐藤 典子理事
（熊本ジェーンズクラブ）

在籍者数
第一例会
第二例会
出 席率

31名
30名
28名
100％

切
手
0g
現
金
0円
累計切手 7,000 g
切
手 7,800円
累計現金 48,000円
ＪＷ Ｆ
0円
Ｅ
Ｆ
0ドル
ＪWＦ累計 10,000円
Ｅ Ｆ 累計
100ドル

第一例会 8,000円 その他
第二例会 9,000円
累
計 176,000円
累 計

0円
698,500円

※切手を600円／K で換算分

献
血
成
分
累
計
成分累計

0cc
0名
0cc
0名

４月例会 144.17kg
（ペットボトル換算
34,915本）
累
計 646.08kg
（ペットボトル換算
155,752本）

第一例会
0円
第二例会 2,634円
今期累計 54,529円
累
計 332,258円
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2009年４月７日（火）19 : 00〜21: 00
聖護院 御殿荘

４月第一例会

華やい だお花 見例会
石
春です。こころウキウキ！

桜満開！

倉

尚（♂）

よいよテーブルを離れる自由時間です。車座になり両クラブ入

昨年と同じ聖護院御殿荘に於いて私にとっ
ては、初めての京都ウエストクラブとの合同例会が開催されま

り乱れての懇親です。カラオケが始まるころには、宴は最高潮。
誰が、お店の人かも定かでない…うるさ過ぎてカラオケも終わ

した。

りとなり、香山会長のご挨拶で閉会となりました。

会場に着くと受付は、人人人…総勢61
名の例会です。クラブ同士で片寄らない

着物姿のメネットさんも多く、本当に
華やいだお花見例会となりました。大い

との配慮なのかテーブルは、くじを引い

に飲み、大いに語り懇親のできた楽しい

て決めるとのこと…。ドキドキ…Ｆのテー
ブルです。なんて私はくじ運が良いので

楽しいウエストクラブとの合同お花見例
会でした。

しょうか。ラッキーです。本当にラッキー

ご準備いただきました両クラブのドラ

です。Ｆテーブルは、女性４名と私、男
性１名でした…。

イバー委員のみなさま、ありがとうござ
いました。

流石に女性メンバーの多いウエストク
ラブさんだけにメンバーゲスト（男性２
名）を含めて23名中女性が11名です。キャ

PS. 着物を着ている人が、お店の人と
は限りません。

両クラブの次期会長
瀬本さん、牧野さんによる乾杯

ピタルクラブもメネットさんのお蔭で、

女性９名と華やいだ雰囲気です。
ウエストクラブ山下会長のご挨拶に続き、両クラブの次期会
長、小柄な牧野さんと牧野さんの優に３倍はあろうか、大柄な
瀬本さんによる乾杯で宴が、始まりました。今日のお料理は、
お鍋です。しゃぶしゃぶ食べ放題です。遠慮するなと言われて
も女性４人とひとつの鍋を囲んで…私はとてもラッキーです。
おなかもいっぱいになり、最後のうどんまで鍋に入れて、い

参加者61名
ウエスト

メン
ゲスト

17 名

メネット

4名

2名

キャピタルメン
30 名 メネット 8 名
キャピタルメネット：香山慶子メネット会長・内廣嘉子
岡本都・勝山憲子・仁科節子・柳早知子
正子ダルマパーラン・山口弘子

2009年４月21日（火）19 : 00〜21: 00
ウェスティン都ホテル京都

４月第二例会

楽しく笑って手話も習って
石

吉

宏

本日のゲストスピー

身振り手振りに近いものが沢山有り、習いに行こうかなという

カーは、「大笑い福祉

気にさせられます。話の途中で楽笑さんの求めるシャッターチャ

使」 を名乗る楽語家
交遊亭楽笑様。演題

ンスがあり、村田ブリテン委員長が駆け付けますが、突然に何
度もある為、大忙しでした。又、大笑いの付いた「南京玉すだ

は 『楽ちゃんの交遊

れ」が最後にありました。

もとめて、東へ西へ』
、
いつも心に逢い・ラ

時間の経つのを忘れるほど、楽しく笑って手話も学べた例会
でした。

ブ・遊。
入場の時からハイ
テンションで、食事
中も座られたテーブルから笑い声が聞こえていました。
片方ずつ色の違うハート型の眼鏡に架け替え、手話の表し方
を質問し、大笑いしながら全員で練習して話が進んでいきます。
手話の入門講座の講師をされていますが、楽しい講座であるの
が想像できます。
高座に座られてからは、これも全員参加の手話落語。むかし
むかし、おじいさんとおばあさんが居ましたから始まり、それ
ぞれの言葉を手話で表し教えて貰うのですが、普段私達が行う
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村

例会終了後、今月訪問した釜山ベゼルクラブから頂いた「韓
国のり」が配られました。
聖句の解説 身近な人の行動や言動に対して、もしくはテレ
ビなどによるニュースを通じて他者を批判すること、裁くこと
がよくあります。誰かを評価し且つ裁くことで気持ちよさを感
じることがあります。
でもそれは、他者には厳しく、自分には甘くという基準に基
づいていることがままあります。
人間のもつ弱さを感じます。「あなたが裁くとおりに、あな
たがたも裁かれる」と聖書に述べられています。

折々の童謡など、ジャンルを問わず、わいわいがやがやと楽
しんでいます。
皆様もご一緒にウクレレを始めましょう。

食欲…その前に健康管理
幡南

ウクレレを始めましょう
勝山廣一郎
ウクレレのルーツは130年前、ハワイ王朝が世界各国から
サトウキビ畑の労働者として受け入れた移民の人々の中の、
ポルトガル人が持参していた楽器「ブラギーニャ」がウクレ
レの原型といわれており、その後改良されて今の形となって
います。
「Uku Lele」の語源は、ハワイ語で「Uku」（のみ）、「Lele」
は（跳ねる）と言われて "目まぐるしい指使い" をする様子
を言い表しています。
さて、数年前よりキャピタルクラブメンバーの何人かがウ
クレレを演奏したいとの雰囲気が盛りあがり、今年１月より
月に１回練習することになりました。
ハワイ生まれの小さな弦楽器。やさしく、軽やかな、美し
い音色を持つ楽器です。
ポップス、ジャズ、クラッシク、本場のハワイアン、四季

と

き

ところ

さあ大好きな季節がやってきました、スポーツも楽しいご
飯も美味しい、元気ハツラツ !! 快晴の下、雄大なゴルフ場
をほろ酔いでプレー出来たらどれだけリラックスできて最高
でしょうか。いつもそんな事ばかり思っているのですが、こ
こ最近は大敵を発見 !! 敵は血糖値 !! 普段から注意してい
るものの、お酒を飲むと心のストッパーが外れてしまいます。
少しだけのつもりがついつい食べ過ぎですね。
もともと食べる事の大好きな私にとっては過酷な我慢なの
ですが、我慢もストレスになってこれまた数値が上がるよう
です、難しい。
又最近知ったのですが、笑う事で健康が保てるようです。
『なんや簡単や！』と笑顔をキープしようとしていますが、
鏡を見ると変な顔して笑ってました。
先ずは日々楽しく健康管理を優先に、時々美味しい食事の
順番に始めようかと思います。
どうか 金ちゃん私のデザートをよろしくお願いします。

テーマ「キャピタルクラブと YMCA の関わり…私の出来
る事」について食事をしながら意見交換を行い内容のある会
合が持てました。
YMCA 理解に少しでも役立てられることを願っています。
Ｙサ・ユース委員長 勝山廣一郎

３月28日（土）〜 27日（日）
京都 YMCA リトリートセンター

安部

進

英彦

今回初めて、リトセンで行われる行事に参加させて頂き非常
に勉強になりました。
最後に発表があるなんて思ってもいなかったので一切メモし
ておらず、あせりながらの発表になってしまいましたが、ディ
スカッションでは僕が中学校時代に参加した YMCA キャンプ
の良い所を話す機会があり皆とリーダー話で盛り上がりました。

大山

謙一

YMCAとワイズメンズクラブの関わり方は？
リトリートセンターとワイズメンズクラブの関わり方は？
Ａグループでは、リトリートセンターに対しては現場のこと
を周知しているスタッフの声を聞いた上で、すべき事をとりま
とめ対応する。YMCA の様々なプログラムを知り、参加する
ことで支えになるのではないか…など様々な考えを述べあった。

内田 雅彦
リトセン一泊勉強会に参加させて頂いて、
リトセンの現状とこれからのリトセンにつ
いて討論をした結果。
１．リトセンの象徴ともいえるグリーンチャ
ペルをもっと分かる様にする。
２．メインゲートまでの誘導等の設置
３．道路から仮設の橋の架け替え
４．駐車場の整備（水はけを良くする）
５．etc
これら幾つかの課題を、10年、20年かけ
て京都部全体で考え事業を実行しなければ
いけない。
以上Ｂグループ（石倉、大山（孜）、香山、
金原、内田）の討論内容でした。

田中

升啓

正直、一泊勉強会と言われてもイメージ
がわかなかったのですが、非常にいい時間
を過ごせたと思っております。
メンバーの皆さんのいつもと変わらない
楽しい会話の中に、時折みえたリトセンへ
の思いを聞き、その実現への力となるべく
私も思いを新たにいたしました。
参加者：安部、石倉、石村、内田、大山
（謙）、大山（孜）、勝山、金原、香山、竹田、
田中（升）、幡南、森（繁）、森（常）、八木、
山田（隆）、山田（英）、ゲスト・大槻（セン
チュリー）
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第10回 夜桜フェスタ

キャピタルの子供たちと共に
山口

雅也

去る４月19日（日）春というより、初夏に近い陽気のなか、
リトリートセンターで恒例の夜桜フェスタが開催されました。
各クラブが焼きそばやうどん、たこ焼きなどの屋台を担当し、
クラブ間の親睦と、交流を深めました。
開会式では、熊本ジェーンズクラブの佐藤西日本区理事のご

メ ン
山口 雅也
大山 謙一
メネット
勝山 憲子
コメット
金原 佑征
田中啓太郎

5. 10
5. 27

山田
大門

隆之
和彦

5. 13
5. 31

大門

勇斗

5. 8

5. 3
5. 6
5. 24

紹介があり、なんと遠くから、この山奥まで御苦労さまだなぁ、
という気持ちになりました。また、ステージ企画はジャズバン
ドによる演奏、フォークデュオの演奏、ストリートダンスパフォー
マンスなど盛りだくさんな内容でした。午後７時にライトが点
灯された後は、とても美しくて、幻想的な満開の八重桜を楽し

森
菅原
瀬本

常夫・絹 代
樅一・由利子
純夫・吉 美

ご夫妻
ご夫妻
ご夫妻

5. 8
5. 15
5. 17

み、皆一様にシャッターを押していました。
当キャピタルクラブは、例年通り飲み物担当でした。とても
暑い一日だったせいか、例年通りの仕込みにもかかわらず、ビー
ルやジュースが早々と売り切れました。勝山Ｙサ委員長も、う
れしい誤算にニコニコ顔でした。ライトが点灯する頃には、メ
インをコーヒー販売に移し、大山謙一さんの主導のもと、気温
もちょうど冷えてきたこともあり、これまた、たくさんの販売
があったことと思います。
今回は、八木さんの赤ちゃんコメットが初参加ということで、
気のせいか、八木さんもパパ顔でした。内田さんはメネット、
コメット３名の大所帯で駆けつけていただきました。私や山田
しょうぎ
英樹さん、田中升啓さんのコメットも含め、一つの床机を占拠
し、キャピタルの子供たちが一緒になって遊ぶ様子を見ている
となかなかいいもんだなぁ、と思いました。

５月・６月予定抄
５月12日（火）
５月17日（日）
５月23日（土）
５月26日（火）
５月31日（日）
６月２日（火）
６月20日（土）
６月23日（火）
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第一例会
京都 YMCA かもがわチャリティラン
CATT 合同例会
役 員 会
陶芸ファンド 大石邸
第一例会
引継例会
合同役員会

＜報告事項＞
西日本区
西日本区大会：2009年６月６日（土）〜 ７日（日）
大会登録費メン･メネット20,000円
場所：熊本市民会館 ホテル日航熊本
東日本区大会：2009年６月13日（土）〜 14日（日）
大会登録費メン･メネット17,000円
場所：とかちプラザホテル日航ノースランド帯広
東山荘創立100周年記念募金について…次回例会にてアピール
京 都 部
かもがわチャリティーラン競技参加、協賛のお願い
…書記より全員へ連絡
かもがわチャリティーラン協賛物品寄贈の協力について
…書記より全員へ連絡
メイプルメンバーと一緒に遊びませんか：
2009年５月４日（祝）10:00集合
場所：左京区八瀬柳池小学校大原分校グランド
費用：1000円程度／人（小学生以下無料）
国際 BF 代表ホストファミリー募集について
ＹＭＣＡ報告
第５回京都 YMCA かもがわチャリティーラン
2009年５月17日（日）9:00〜15:30 鴨川公園
三役報告
次々期西日本区理事及び役員に対するクラブとしての支
援金の件
＜各事業委員会報告＞
Ｙサ・ユース
YMCA かもがわチャリティーランの件
YY フォーラム・夜桜フェスタの報告
地域奉仕・環境
CO2 削減プロジェクトについて
ドライバー
CATT 例会等
６月までの例会内容について
交流
IBCベゼルクラブ交流事業
報告
ファンド
陶芸体験ファンドの件
広報・ブリテン
５・６月号の記事依頼につ
いて
ＥＭＣ
例会出席状況の件
アンケート結果近々発表
25周年記念誌委員会
メンバー記事依頼の件

