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『不平を言わずにもてなし合いなさい。あなたがたはそれぞれ、賜物を授かっているので
すから、神のさまざまな恵みの善い管理者として、その賜物を生かして互いに仕えなさい。』

（ペトロの手紙１ 第４章９－10節）

６月 評価・計画
西日本区2000名まであと何名？ １年を振り返って最後に「楽しかっ
たね」と皆さんで言えましたか。その評価や反省を次年度の計画に生
かしましょう。 佐藤 典子理事

（熊本ジェーンズクラブ）

在籍者数 30名
第一例会 29名
第二例会 26名
出 席 率 100％

切 手 0 g
現 金 0円
累計切手 5,800 g
切 手 3,480円
累計現金 52,520円
Ｊ Ｗ 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 12,000円
第二例会 0円
累 計 198,000円

（４月第２例会１万円
がもれていました）

その他 34,100円

累 計 732,600円

献 血 0cc
成 分 0名
累 計 0cc
成分累計 0名

４月例会 149.67kg
（ペットボトル換算

37,225本）
累 計 795.75kg
（ペットボトル換算

192,977本）

第一例会 3,172円
第二例会 0円
今期累計 57,701円
累 計 335,430円

未来に向かって
Let's begin !!

会 長 香 山 章 治

キャピタルクラブ25周年という節目の年もまもなく終わり
に近づいてまいりました。周りのメンバーから「１年なんて
あっという間に終わるで…」と聞いておりましたが、本当に
その通りだと実感しております。

今期は25周年記念例会という大きな柱がありましたが、そ
の事業が大成功に終えられたことに、心よりメンバーの皆さ
まへ感謝申し上げます。

私自身、この一年間クラブ事業については自分なりに無我
夢中で突っ走ってきた訳ですが、振り返りますと多くの失敗を
し、もう少しこうしておけば良かったなと思う事など、反省点
が山盛りです。

しかし、メンバーの皆さんの大きな心で包み込んでいただ
き、何とか１年を無事に終えることができそうです。

次期は瀬本会長のもとで、また新たな試みが多くあること
でしょう。

私は今期メンバーの皆さまに支えていただいたこの感謝の
気持ちを忘れず、瀬本会長をバックアップし、クラブ発展の
為に尽力したいと思います。

また、次々期には仁科保雄さんが西日本区理事としてクラ
ブから輩出されます。キャピタルクラブは西日本区･京都部を
盛り上げていく為にも、もう少し体力をつけなければと思い
ます。やはり数は力なりと言えるでしょう。なんとかクラブ
に適した新メンバーを増強し、会員数35～40名を目標とし、
そして、初代会長である故堀一行さんより受け継がれている
キャピタルスピリッツを、新メンバーに継承していき、キャ
ピタルクラブがまたひとつ大きく飛躍できればと思います。

さぁ、その目標に向かって Let's begin !!

メンバーの皆さん、メネットの皆さん本当に一年間ありが
とうございました！

聖句の解説 『不平を言わずもてなしあいなさい』という聖書の勧めは神様から授かっている『賜物を生かして互いに仕えなさい』という勧
めへと展開されています。『もてなしの心＝ポスピタリティ』は、ホテルやレストランなどに代表される接客業の世界でとても大切にされてい
ます。ホテルやレストランを訪ねてくるお客様を迎える基本的な心構えと態度、そして対応そのものとして語られています。それぞれ異なった
期待や望みを持った一人一人への思いやりの心であり、相手の思いを素早く察知してそれに対して反応し、具体的に行動することです。それぞ
れに異なる神様から授かった賜物を生かしていくことが又仲間や友人たちの与えられた賜物、そして生命を尊いものとして受け止め、お互いを
かけがえのない存在として仕えることを可能にし、それこそがもてなしの基本というのでしょう。
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2009年５月12日（火）19:00～21:00５月第一例会
ウェスティン都ホテル京都

「豊かさとはなんだろう？」

考えさせられたひととき

吉井 崇人

京都YMCAがリーダー研修のプログラムとして開催した「グ
ローバルコミュニティースタディツアー」に２人のリーダーの
引率者として、1975年から交流しているインドのランチYMCA
へ参加された京都YMCAの英語講師 Mark Dodds様（マック
スさん）をお迎えし、「インド・ランチからの学び」と題して、
ランチYMCAの活動、インドの現状、習慣の違いのお話を講
演いただきました。

講演内容を聞かせていただくなかで、ランチYMCAの活動
が大きな影響を与えている事を知りました。

ランチYMCAが運営をしている訓練センターがあり、職の
無い方がタイピングやミシンの使い方を覚え、仕事に就けるよ
うサポートしておられるそうです。

同じくランチYMCAが運営する幼稚園があり、僅かな教育
費で教育を受けることが出来ますが、環境は十分とは言えず、
私たちが例会を行っている会場の６分の１の広さの教室で40名
の園児が幼児教育を受けていて、幼稚園で出される給食のみが
１日の食事になっている子どももいる、との事でした。

また、ハンセン病･皮膚
病の患者さんが多く、 あ
る地域に隔離される かの
ような状態で生活を され
ていて、 私たちの感覚か
らすればとても住め る状
態ではないそうです。 し
かし、 細い川を挟んだ向
こう側では高級住宅 地で
裕福な暮らしをされ てい
る方もおられ、目に見える
貧富の差もあるようです。

明日、食べることに困らない、寝る場所に困らない僕にとって
は衝撃的なお話で、かわいそうという感覚で聞いてしまいまし
た。かわいそうと思った時点で、僕は偽善者なのかもしれませ
んが、何かお手伝いが出来ないか…と強い衝動に駆られました。

マックスさんが撮影された写真の中の子ども達の大きな笑顔
を見て、豊かさとは一体なんなんだろう？ 一見、豊かに見え
る僕のほうが豊かじゃないのかも？ と考えたセンチメンタル
な例会でした。

僕の生まれた恵まれた環境では、当たり前のようにたくさん
の夢を見ることが出来、しかもまだ夢の途中です。

おこがましいですが、遠くの国の小さな子ども達にもたくさ
んの夢を見てもらいたいと思うので、僕にもできる何かを探し
てみようと思いました。

香山会長とMark Doddsさん（右）

2009年５月23日（土）19:00～21:00５月第二例会
ダブルキングカフェ

CATT 合同例会

私にとって「例会」と名のつく例会とはなに？

内田 雅彦

祇園会館内にあるダブルキングカフェにて４クラブ合同例会
が開催されました。ホストクラブである村田エイブル会長の開
会の点鐘で幕が開きました。ワイズソング斉唱、そして我が香
山キャピタルクラブ会長の挨拶、次次期西日本区理事になられ
る仁科さん、キャピタルクラブをはじめエイブル、トップス、
東稜、全クラブで仁科さんを盛り上げていきましょうと言うお

言葉。食前感謝ののち、高間東稜クラブ会長による乾杯で乾い
た喉を潤すことができました。

私が入会して２回目の CATT 合同例会、５月23日は、故堀
一行さんの一周忌です。堀さんは私のスポンサーのスポンサー
で、いわゆる私は孫にあたる、堀さんの一周忌に合同例会…。

食事とアルコールが進むにつれ皆、席を離れ大賑わい、オー
ルディズの曲が流れる中、席を立ち踊る人もチラホラ。その中、
柳さんが「ハウンド・ドッグ」を大熱唱で沢山の人が踊り始め
最高潮に盛り上がりました。最後は、平間トップスクラブ会長
の閉会の点鐘でお開きとなりました。

キャピタルクラブに入会して１年半となる私、キャピタルク
ラブの例会しか知らない私が私にとっての例会と名のつく例会
とは何でしょうか？ ただ少し疑問を持ちました。

IBC 交流

竹田 博和

桜が咲き誇る４月の初旬、IBC プログラムとして釜山ベゼ
ルクラブを訪問しました。

３日、テポドンが飛んでくるかもしれない状況下、懐かしい
顔に会えることに胸をふくらませ日本を後にしました。

４日午前、プサンロッテホテルにてベゼルクラブの皆さんと
再会。テポドンが日本列島上空を通過しているとき、韓国の古
都慶州にて天馬塚（日本の古墳の様なもの）や国立慶州博物館
を案内していただきました。こちら韓国でも桜が満開で、あち
こちで咲き乱れておりました。夜には合同例会。各テーブルに
通訳の方を配置していただくなどご配慮いただいたのですがな
かなか意思疎通は難しいものです。

５日、テポドンの後を追うように、またの再会を約して帰国
の途に就きました。

出席者：石倉・香山・幡南・森（常）・八木・山口メネット・
竹田

平成21年５月3日憲法記念日祝日、「日清都カントリーク
ラブ」に於いて、今は亡き堀一行さんに依って生み育て
られて来たパープル会のメモリアルコンペとして、参加
者全員が故人を偲びながらプレーを楽しんだ一日でした。

参加者 石倉 尚、内廣 健、金原弘明、香山章治、
大門和彦、田中雅博、橋本真一、幡南 進、八木悠祐、
柳 慎司、山田隆之、山田英樹
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聖書を読もう

大山 孜郎

ワイズメンズクラブ国際協会の国際憲法第２条「綱領と目的」第

１項に、「ワイズメンズクラブ国際協会は、イエス･キリストの教え

に基づき、相互理解と敬愛の思いに結ばれて、…」と記載されてい

ます。そして、そのガイドラインに、『「イエス・キリストの教えに

基づき」とは、イエス・キリストが教えられたことを受け入れるこ

とを意味し、また、イエス・キリストの教えをワイズメンが実際の

行動に移すように心掛けることを意味する。』と記載されています。

キャピタルクラブの皆様はイエスとは誰（どんな人）で、イエス・

キリストの教えとはどのようなものかどれくらいご存じでしょうか。

イエス・キリストの教えを述べているのが聖書です。世界のベス

トセラーと言われている聖書には、旧約と新約がありますが、イエ

ス・キリストについては新約聖書に記載されています。

私は、キリスト者として、イエス様の生き方に少しでも近づきた

いと思っています（全く無理な話ではありますが…）。そして、イ

エス・キリストの教えの中心は、貧しい人々、虐げられた人々、最

も小さくされた人々に対する愛であると思っています。

みんなのカフェちいろばの奥にある「ホザナハウス」で、月に一

度榎本恵牧師に来ていただいて、聖書入門講座を開いています。と

てもアットホームな楽しい会です。

聖書の中で述べられているイエス様の生き方を学ぶことは、ワイ

ズメンが目指している奉仕の精神の最も大切なことを学ぶことだと

思っています。

皆様、この入門講座に参加されませんか。

レッツ・ビギン＝「聖書を読もう」 連絡を待っています。

「映画」って本当に面白いですね！

神 清一

先日と言っても、半年ほど前ですが、我が家に新しいテレビがやっ

てきました。

大切なマイパートナーが大好きな「宝塚」の放送を、一日中見る

ことが可能となるようにと。

わたしもそれにあやかって、最近は帰宅後の、23時～24時頃まで

は毎日のように、録画しているアメリカのテレビドラマか映画を鑑

賞することが日課になってしまいました。

HDD の容量も大きくなく、録画をしすぎると次の予約が出来ず、

追い立てられるように見ている時期もあります。

すっかりレンタルビデオのお世話にならなくなってしまいました。

でも、問題はやはり面白い映画は途中で止めれないこと。ついつい

最後まで見てしまい、睡眠不足になることも。

でも、やっぱり映画は面白いですよね。

抽選会で田中升啓さん１等賞

八木 悠祐

次期役員研修会

次期会長 瀬本 純夫

2009年４月13日月曜日、午後６時より京都 YMCA 三条にて、

次期役員研修会を開催し、第27期に向けて新たに一歩を踏み出

すことが出来ました。

次期会長挨拶に続き、神 総主事の挨拶が終わり、石倉副会

長による研修のスタートとなりました。25周年を終え、新たな

四半世紀に向けて中心となっていくであろう若手メンバーの方々

に役員を引き受けていただいたこともあり、クラブ運営と言う

ものを今一度再認識してもらうような内容での研修をお願いし

ました。

各事業委員会の任務、役員の任務、役員会、総会とは、を学

び、委員会運営について学んでいきました。一番の基本部分で

ある委員会を毎月必ず開いていただきたいと伝えました。委員

会の中での役員会報告を必ずする。そうすることによって、役

員だけでなく、メンバー全員が、役員会の中で何が話し合われ、

どんな事業が行われるかを理解してもらえることと思います。

その後、各主題を発表し一時間の研修会はあっという間に終わ

りました。

短い時間ではあり、十分ではなかったかもしれませんが、次

期に向けていいスタートが切れたと思います。次期の一年間、

宜しくお願いします。

コメットが大喜び、早速自転車にまたがりにこにこしながら帰

途につかれました。

最後にご参加の皆様、勝山Yサ委員長、本当にお疲れ様で

した。

５月17日（日）、かもがわ河川敷にて「京都 YMCA かもが

わチャリティラン」が開催されました。あいにくの雨模様の中、

たくさんの子供たち・中高生・一般ランナー・ワイズメンが春

の鴨川を気持ちよく？ 快走いたしました。今回が第５回目と
なるこの大会ですが、回が増すごとに参加者が増え、大変盛り

上がるイベントになってきたように思います。佛教大学の吹奏

学部の演奏やノートルダム女子大学のチアリーディングが花を

添え、たくさんの出店も活気に溢れ、皆さんの笑顔がはじける

素敵なイベントになりました。

私も第１回大会以来の、一般駅伝に参加しました。４年前よ

り体重が増えたせいか、日頃の運動不足のせいか、本当に遠く
苦しい1.7キロでした。途中心臓が痛くなり、日頃の不摂生を

後悔いたしました。やっぱりマラソンは走っている人を見て、

応援して楽しむ、これに尽きると思いました。来年はしっかり

キャピタルランナーを応援し、対岸から声を張り上げたいと思

います。

恒例のお楽しみ

抽選会ですが昨年

の森繁樹さんに引
き続き、１等を田

中升啓さんが見事

ゲットされました。

景品は折りたたみ

自転車で、「眠い

からはよ帰ろ」と

言っていた、田中



メ ン

山田 英樹 6. 14 瀬本 純夫 6. 17
幡南 進 6. 23 田中 升啓 6. 28
八木 悠祐 6. 29
メネット

田中 淳子 6. 8 大山 悠子 6. 11
コメット

石村 拓也 6. 3 竹田 悠佑 6. 4
石倉 京 6. 12

田中 雅博・淳子 ご夫妻 6. 4
安部 英彦・智子 ご夫妻 6. 17

６月２日（火） 第一例会
６月20日（土） 引継例会
６月23日（火） 合同役員会
６月28日（日） リトセン夏の準備ワーク
７月７日（火） 第一例会
７月21日（火） 第二例会

＜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
西日本区大会でのクラブファンド商品 PR・販売ブース設
置のご案内
東山荘創立100周年記念募金について

ＹＭＣＡ報告
定期総会での感謝状贈呈の件：2009年５月30日（土）

17:00～20:30
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
神 総主事、西日本区大会参加費支援の件

審議事項
神 総主事、西日本区大会参加費支援の件

…クラブより３万円の支援
＜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報告
地域奉仕・環境 新規支援先「みっくすはあつ」

（旧宇治ハンドメイドショップ）の件
ドライバー ６月までの例会内容について
交流 交流事業の決算について
ファンド ６月第一例会での物品ファンドについて
広報・ブリテン ６月号の記事依頼について
ＥＭＣ 例会出席状況の件
25周年記念誌委員会

メンバー記事提出のお願い

＜報告事項＞
１．次期会長挨拶

瀬本次期会長より
２．報告事項

次期 YMCA サービス・ユース事業懇談会
参加者 大山謙一次期委員長
2009年４月24日（金）三条 YMCA 19：30～
ふれあい広場 2009年９月27日（日） 繁盛亭

３．議 題
① 委員会配属 発表
② 年間スケジュール案 発表・検討

パレスクラブとの合同例会を開催する提案がありまし
た。時期については未定。
Yサ一泊例会の日程を検討する。
CATT合同例会の日程…５月11日になるかどうかは未定。
ホストはトップスクラブです。
IBC ベゼルクラブの訪日日程を考慮する。

４．その他
各事業計画案及び委員会報告は５月７日（木）までに、
幡南次期書記へ提出していただきます。

第２回 次期役員会 2009年５月19日（火）19：00
ウェスティン都ホテル京都
第３回 次期三役会 2009年５月９日（土）19：00 わこん

＜報告事項＞
京 都 部

『京都部次期 EMC 事業交流会』
日 時：2009年５月29日（金）19:00～21:00
会 場：京都全日空ホテル 会費：5,000円（飲食代）／人
内 容：「食べて、飲んで、熱く E･M･C を語り合いましょう！」

橋本さん・瀬本さん・山口さん３名出席
ＹＭＣＡ報告

６月28日（日）リトセン準備ワーク
三役報告

CATT 合同例会 日程・場所は未定
京都パレスクラブとの合同例会…未定11月11日（水）
京都トゥービークラブ・京都ウェルクラブとの合同例会… 未定
HP 見直しの件

審議事項
各事業計画案 予算案 スケジュール案 審議継続

各委員会事業計画（案）報告
Ｙサ・ユース YMCA との一体感を実感できる行動の呼びかけ

ワンコイン募金の実施理解と必要性のアピール
リトセン一泊例会 平成22年３月６日･７日

地 域 奉 仕 NPO 法人「みっくすはあつ」の支援について。
ド ラ イ バ ー 築き上げて来たキャピタルらしい例会運営の継続。

７月７日（火）第一例会 総会
７月21日（火）第二例会 部長公式訪問

交 流 IBC ベゼルクラブをお招きする。
DBC 東京クラブを訪問する。

フ ァ ン ド メンバーに喜んでもらえる物品販売
ブ リ テ ン ホームページに対する意識調査
Ｅ Ｍ Ｃ 仲間を増やそう !! ５名
メ ネ ッ ト 自然な楽しい会の運営

予 算 案
一般会計予算案・特別会計予算案について
国際交流資金繰越金の予算検討

スケジュール案 確認
８月８日（土）納涼例会 料理旅館清和荘
３月６日（土）７日（日）リトセン一泊例会

第４回次期三役会：６月10日（水）
場所：わこん

第３回次期役員会：６月23日（火）
場所：ウェスティン都ホテル京都
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６月・７月予定抄


