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今月の聖句

国 際 主 題：Ｉ　Ｐ　JOAN WILSON（カナダ） “Our Future Begins Today”「私たちの未来は、今日から始まる」
アジア主題：Ａ　Ｐ　Tung Ming Hsiao（台湾） “Respect Y’s Movement”「ワイズ運動を尊重しよう」 
西日本区主題：Ｒ　Ｄ　岩 本 　 悟（熊本にし） 「ワイズ魂で　更なるワイズの活性化を！」“Energizing Y’s Men’s Clubs with the Y’s spirit!”
京都部主題：Ｄ　Ｇ　廣 井 武 司（京都プリンス） 「子どもたちの未来のために　さあ始めよう、ワイズの叡智と行動で」
メネット主題：ＲＳＤ　亀 浦 尚 子（熊本にし） 「前に向かって！」“For the future!”一緒に進もう仲間とともに！　自分のペースで始めてみよう！

クラブ主題

会　長／森 　 繁 樹
副会長／石 倉 　 尚
　　　　八 木 悠 祐
書　記／金 原 弘 明
　　　　西 村 融 正
会　計／瀬 本 純 夫
　　　　倉 見 直 樹

先ず隗より始めよ！
―そして、長～い、永～い、お付き合い―

かい

ワイズメンズクラブの活動をホームページ・ブリテンでクラブ内外の人達に事あるごとにアピールしましょう！
伊藤　剛　西日本区　広報・情報委員長（京都トゥービークラブ）

７
在籍者数　　36名
第一例会　　33名
第二例会　　31名
メイクアップ　　1名
出 席 率　　94.4%

切　　手　　　　0g
現金累計　　　　0円
Ｅ　　Ｆ　　　　0円
Ｊ Ｗ Ｆ　　　　0円
EF・JWF累計　　　　0円

第一例会　　1,000円
第二例会　13,000円
累　　計　14,000円

パンファンド　2,000円
累　　計　　2,000円

献　　血　　　0cc
成　　分　　　0名
累　　計　　　0cc
成分累計　　　0名

第一例会　　4,111円
第二例会　　3,554円
累　　計　63,565円

東日本大震災復興募金
第一例会　　3,479円
第二例会　　3,238円
累　　計　　6,717円

ユースに国境を越えた友情を体験する機会を提供し平和な世界を築きましょう！
堤　弘雄Yサ・ユース事業主任（熊本クラブ）８月

　今期もリトリートセンターとサバエ教
育キャンプ場の開設ワークからスタートしました。
　多くのワイズメン、メネット、コメットの参加で見事にきれ
いになった施設で、この夏楽しく遊ぶ子供たちの姿が浮かんで
きます。真夏を思わせる環境の中での額に汗してのワークに心
から感謝いたします。今年初めてサバエに来たリーダーが「す
ごい、こうしてこのキャンプ場が維持されていることを見まし
た。ありがとうございます」と感謝の一言。疲れも吹っ飛ぶ一
言でした。
　クラブへの公式訪問は京都キャピタルクラブが毎年トップ。
今年も久保田 EMC 事業主査、西村メネット事業主査と訪問し
ました。緊張に押しつぶされそうになりながらの足取りで、心
臓ドキドキさせて例会場につきました。約束より相当早く着い
たのですが、受け付け体制もできており、顔を合わせたメンバー
からお声掛けをいただき、握手をして緊張も少しほぐれたよう
に感じました。何事にも「事前準備・事中専心・事後反省」の
心が感じられた例会でした。私も久しぶりに例会を感じること
ができました。貴重な時間を京都部のためにお取りいただきそ
の期待にそったお話ができたか、いまも反省しています。どう
かこれからもクラブの個性を生かし、京都のワイズ発展のため

に力を与えてください。
　部長を受けると決まってから、京都 YMCA に行く機会がふ
えました。その道で気になることがあります。私は地下鉄を利
用するのですがその車内での光景です。混んだ中でもスマホに
熱中する人の多さです。異様な風景に見えるのはアナログな私
だからという人もおられますが、自分の席の両サイドが不自然
に空いていても知らん顔、前に赤ちゃんを抱いて子供の手を引
いた女性が立っても知らんふり、スマホに集中。そんな光景が
最近気になります。
　車内をキョロキョロ見渡している私のほうが挙動不審者とみ
られる時代なのかもしれませんが、いつからこんな世界になっ
たのでしょうね。
　放課後の子供たちの行動も気になります。大事な時期が忘れ
去られていくように思います。昔、学校から帰ると親から外で
遊んで来いと放り出されたものですが、今の時代には考えられ
ないことなのでしょう。
　子供たちの未来のために、いま私たちがなすべきことはなに
なのか、しっかりと考えてみませんか。YMCA とユースリー
ダーとワイズメン。今が出番かもしれません。

Youth
Activities
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『だから、邪悪な日によく抵抗し、すべてを成し遂げて、しっかりと立つことができる
ように、神の武具を身に着けなさい。』	 　エフェソの信徒への手紙６章 13 節

見て、聞いて、大いに語ろう。
京都部部長　　廣　井　武　司

（京都プリンス）
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廣井部長公式訪問
広報・ブリテン委員長　亀　井　久　照

　今日は部長公式訪問として開催されました。森会長としての
２回目の挨拶は、まだ少し緊張気味のようでした。
　今回は京都部より、廣井部長と久保田 EMC 事業主査、西村
メネット事業主査がご出席されました。
　前日に行われた EMC ファミリー BBQ に参加された、石倉
さんご紹介の宮﨑さんもメンバーゲストとしてお越しいただき
ました。
　廣井部長は猛暑の中、サバエワークに２週連続で参加されて
いたそうです。印象深かったのは、経営されているインテリア
業の話で、最終工程に行う仕事で、時間が無い、お金が無い等、
同じ業界の私にはよくわかり面白かったです。
　久保田主査のメンバー増強についての話は、西日本区で差引
して集計された数以上に退会者がおられるという、数値以上に
危機感を感じなければいけないことが印象的でした。
　西村主査はメネットが活躍されるクラブづくりについて伺

いましたが、私は３日
のリトセンワークでの
キャピタルメネットの
頼もしい姿を思い出し
ました。
　瞬く間に２時間の例
会は終わりましたが、
ゲ ス ト の 宮 﨑 さ ん は
BBQ の時とは違う真面
目なキャピタルクラブ
を感じられたのではな
いかと思います。入会
をお待ちしております。

K i c k - O f f 例会
地域奉仕・環境委員長　椿　森　昌　史

　７月第１例会は Kick-
Off 例会で、いよいよ第 34
代森繁樹会長期のスター
トです。
　これまでの１年、次期
会長として、緊張しなが
らもしっかり準備された
挨拶をされておられまし
たが、今回は現会長とし
ての初めての開会宣言、
開会点鐘。これまで以上
に緊張した面持ちで、一つ一つの動作、発言をしっかり確実に
こなされる姿が、緊張した空気を、逆に和やかな雰囲気に変え
てしまう森会長。一年を確実にしっかり且つ、和やかに歩まれ
る事と思います。
　会長挨拶では、第 34 代に掛けて、背番号 34 や 34 歳に独立
の話から、会長主題である「先ず隗より始めよ！」―そして、
長～い、永～い、お付き合い―　について、自分の込めた思い
を語られ、内に秘めた心意気がメンバーには充分に伝わったと
感じました。
　総会では、前期の事業報告、会計報告が滞りなく承認され、
また新たな委員長、三役により、
今期の事業方針、事業計画、年間
スケジュール案、予算案を発表、
承認されて無事終了。
　今期はどんなカラーのキャピタ
ルクラブになるか、少しワクワク
する Kick-Off 例会でした。

リトリートセンター開設ワーク
Yサ・ユース委員　勝　山　廣一郎

　７月３日（日）曇時々晴れ。
　午前８時 30 分、今年は、朝早くより多数のメネットさんの
協力を得て昼食のカレー作り、その下準備で厨房内では大忙し、
お昼前には出来上がりました。
　午前９時 30 分、藤尾京都 YMCA 事業部長より開会の挨拶
があり、辻中リトセン事務局長から各担当箇所、作業内容の説
明があり、その後早速作業に掛かる。
　メン担当の清掃作業は座布団の天日干し、食堂内の床掃除、
食卓配膳など。印象的なのは左近コメットの掃除機の徹底した
扱い、座布団を色別に工夫して机の前に並べていたことでした。

　食堂屋根清掃はキャピタルクラブ伝
説の落ちないコンビ、金原さん、菅原さ
んがブロワーを利用してメタセコイア
などの落ち葉を清掃。食堂付近の法面雑
草刈りには山田（隆）さん、瀬本さん、亀
井さん持参の草刈り機が大活躍でした。

　作業中に水道管破裂のハプニングがありましたが、山田（英）さ
んの手際の良い作業で無事修復いたしました。そして、ウエスト
クラブ担当の、食堂へ通じる電線と竹の接触が危険とのことで食
堂付近にある竹の伐採を、数名が手伝いました。現場監督として

山田（隆）さんが大活躍され、
無事作業終了。
　午後 12 時、昼食、大変

おいしいカレーを充分に頂きました。
　午後２時、トイレ（クラブ 30 周年記
念として贈呈）の清掃を行い、記念
撮影、左近委員長、森会長閉会挨拶
の後帰宅へ。

　当日参加者　11 クラブ、約 100 余名
メンバー　石倉、岡本、勝山、金原、亀井、香山、左近、菅原、

瀬本、田中（枡）、西村、森（繁）、八木、山口（雅）、山田（隆）、
山田（英）　16 名

メネット　石倉、岡本、勝山、香山、菅原、八木、山口、
山田（と）、山田（ま）　９名

コメット　石倉、左近、八木（２名）　４名　　　合計　29 名

７月第一例会 2016年７月５日（火）　19:00～21:00
ウェスティン都ホテル京都 ７月第二例会 2016年７月19日（火）　19:00～21:00

ウェスティン都ホテル京都

左から森繁樹会長、廣井京都部部長、久保田
EMC事業主査、西村メネット事業主査

カレー作りに腕を振るった
メネットさんたち
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知っていますか？　リトセンの「楷の木」物語
　７月はリトセンワークや、ファ
ミリー BBQが行われました。岡
本さんから、楷の木の事を知って
いるかと尋ねられましたが、私は
全く知りませんでした。今期森会
長の「先ずは隗より始めよ」と関
係があるのかなと思い、取材をし
ましたら意外な物語がありました。

　楷の木は京都クラブにおられた森建一さんが育てられた
苗をリトセンに寄贈され、植樹されていました。一方、現
在駐車場に使用しているグラウンドが売りに出されました
ので、早急に購入しないと誰の手に渡るか解りませんので、
当時、京都YMCAの常議員であった堀初代会長がリトセ
ンに隣接する土地だけに、取り敢えず彼が購入しました。
　その後、堀さんが逝去され堀さんのご家族から 2011 年
に京都 YMCAが財団法人化になったのを機に寄贈されま

した。これは堀さんが生前、神﨑総主事、岡本さんにも遺
言しておられたので、堀さんの功績を忘れないためにも、
森さんの承諾の下にグラウンドの南東隅に移植しました。

　この「楷の木」は中国原産で、約 2500 年前に当時学聖
といわれていた孔子の逝去を悼み弟子の子貢が植えて引き
継がれたと言われ「学問の木」と呼ばれるようになりまし
た。日本へは大正４年に岡山の林業試験場の博士が孔子の
墓所から、苗に育った７本の内の１本を頂戴されたものと
言われています。日本では数少ない樹木でこれも同じ種か
ら生まれたものです。20ｍ～ 30ｍの高さになり、幹周り
は１ｍぐらいの大きさになります。

　残念ながら私は、堀さんにはお会いできませんでしたが、
リトセンで多くの子供たちが、多くの事を学べるようにと
の願いを込めて植樹され、キャピタルクラブがリトセンに
深く関わるシンボルになり得るに相応しい物語でした。
　この物語を忘れずに、９月にも秋のワークがありますの
で、楷の木の周りの草を刈って、大きく育つのを見守りた
いと思います。	 	 	 	 　（亀井久照）

サバエ教育キャンプ場開設ワーク
Ｙサ・ユース委員長　左　近　宏　崇

　７月10日の開設ワークはキャンプ場の東サイトの草刈り・切
株除去、JCキャビンの清掃。参加者は91名。ワイズは（ウエスト、
めいぷる、キャピタル、ウイング、洛中、ウェル、ZERO）の
７クラブ、リーダー OG、リーダーの皆さん。
　当日はワークにはあまり向かない夏の日差しの猛暑日で、
リーダーたちの美味しいカレーを頂いた午後からは、個人的に
はぐったりしておりました。
　ただ、大変ハードなワークだったにもかかわらず、みなさ

まが自ら進んで頑
張っておられる姿
を見て「元気な大
人たち！」と感心
いたしました。本
当にありがとうご
ざいました。おか
げ さ ま で 担 当 の

ワークを事故なく、また、滞り無く済ますことができました。
　石倉メネットには冷たい飲み物のご提供などなど、お気遣い
大変感謝しております。ありがとうございました。
　リトセン・サバエ２週連続のワークも、皆様のご参加、ご協
力により無事終えることができ心より御礼申し上げます。
　また、９月４日にもリトセンの準備ワークが行われますが、
こちらの方にも多くのメンバーで参加し、楽しみながら行えれ
ばと思っております。
　まだまだ今期始まったばかりですが、この一年間、Y サ事業
へのご参加、ご協力をよろしくお願い致します。
　参加者

メン　石倉、岡本、
金原、亀井、左近、
志田、菅原、森

（繁）
メネット　石倉
コ メ ッ ト　 石 倉、

左近
合計　11 名

美しい祇園祭をつくる会
地域奉仕・環境委員　山　田　隆　之

　『美しい祇園祭をつくる会』が７月 15 日に開催されました。
この事業もキャピタルクラブの恒例事業になり毎年、祇園祭り
の宵山にゴミの分別指導とリユース食器の回収、開催地域の清
掃活動等のボランティアを行っています。
　私も３年振りに参加させて頂きましたが、ボランティア活動
を始めた頃と比べると、ずいぶんゴミの量が減り、綺麗になっ
た印象を持ちました。
　実際、ゴミ袋を持って清掃活動を行っていると、‘ごみを捨
てていいですか？’‘有難う、ご苦労さんです！’などと、礼
儀正しく声を掛けてくれる若者が増えたような感じがしまし
た。‘最近の若者はマナーが悪い’と耳にすることも多いですが、
マナーのいい若者も多く気分よく活動できました。
　清掃活動も無事終わり、私たちのお祭りでもあります、恒例
の２次会が開催されました。参加者全員で、今日の事業、これ
からの活動の事などの話題を中心に大いに盛り上がりました。

参加者　五十嵐、石倉、岡本、亀井、香山、菅原、瀬本、椿森、
西川、幡南、森（繁）、八木、山口（雅）、山田（隆）　14 名

この雑踏の中、ごみを拾いました

ご苦労様でした。乾杯！これから出発です



－ 4－ 出席第一・時間厳守・親睦・奉仕・古切手収集

〈西日本区・京都部報告〉　
次期役員研修会の日程変更　３月18日～19日／財政問題等検
討特別委員会設置／ワイズ将来構想特別委員会設置／第２
回東西日本区交流会開催　２月４日～５日（於：東山荘）／
第 20 回西日本区大会会場変更／北京都フロンティアクラブ
チャーターナイトの登録（〆切８月24日）／ PR 委員会へ行事
連絡（八木副会長より）／ STEP 受入れのお願い

〈YMCA報告〉　なし

〈三役会報告〉　なし

〈各事業委員会報告〉
・YMCAサービス・ユース事業委員会　リトセン準備ワーク、

サバエ開設ワークの事業報告と決算報告／今後の予定につ
いて／ 130 周年募金と東日本大震災救援、復興募金の金額
報告
・地域奉仕・環境事業委員会　祇園祭を美しくする会の事業

報告／ふれあい広場　10月２日（日）に決定と予定報告／今
後の予定報告
・ドライバー事業委員会　７月第１例会「総会」、第２例会
「部長公式訪問」の報告／８月第１例会「納涼例会」、８月
第２例会「講師：日下部様（第二日赤病院長）／例会出席率
向上の取り組み
・交流事業委員会　IBC 締結式　８月６日に変更／ IBC での

交流の仕方の検討／台湾へのお土産の検討／東京クラブ交
流委員長大槻さんに決定
・ファンド事業委員会　パン、シャンプー、アイスコーヒー、

江州米、お花ファンド実施報告／今後のファンド計画（扇
子、ジャガイモ）
・広報・ブリテン事業委員会　８月号、９月号の骨子につい

て／原稿提出状況、依頼時期について
・EMC事業委員会　出席率の報告／第１回EMCバーベキュー

報告／メンバー候補に８月号ブリテンの送付

〈審議事項〉　荒川智加依さん入会の件　承認
北京都フロンティアクラブチャーターナイト参加時、お祝い
金 10,000 円　承認

〈その他〉　
第２回三役会　８月24日（水）　19：00～　於：わこん
第２回役員会　８月30日（火）　19：00～

於：ウェスティン都ホテル京都
第３回三役会　９月21日（水）　19：00～　於：わこん
第３回役員会　９月27日（火）　19：00～

於：ウェスティン都ホテル京都

メ　　ン　西村　融正　８月26日　　志田　育夫　８月30日
メネット　石村しのぶ　８月28日
コメット　椿森奈津美　８月４日

田中　升啓・佳津子　ご夫妻　８月１日
藤田　浩史・裕　美　ご夫妻　８月８日
岡本　尚男・　都　　ご夫妻　８月28日

編集後記
　７月はリトセンワークをはじめ、多くの事業が行われました。
これからも、Y サ、CS を中心にイベントが続きます。皆で参
加し、盛り上げていきましょう。
　７月 26 日に神奈川県の障がい者養護施設で 19
人が亡くなる大惨事が起こってしまいました。日ご
ろから社会的弱者の方をサポートしている YMCA
のリーダーがどのように感じているか気がかりで
なりません。これからも YMCA と共に心をひとつ
にして、平和な社会を目指したいと感じます。

広報・ブリテン委員長　亀井　久照

聖句の解説　すべての人が平和を希求しています。だれも
が平和を実現しなければならないと思っています。一日も
早く平和な世界になってほしい、現在の平和をできるだけ
保っていきたいと願っています。問題は、それをどうやっ
て実現し、どうやって維持していくかということです。そ
して、最も複雑な問題は、その平和は誰のための平和なの
かということです。
　王を持つならば、そしてその王国を守るために軍隊を持
つならば、その王は徴兵制をしくだろう。そして、あなた
の息子も娘もその犠牲になる。そしてその王政を支え、軍
事力を維持するために、高い税金を支払わなければならな
い。平和を維持するために、あなたたちは命を危険にさら
し、家族を失い、犠牲を払い、貧しさに耐え、涙を流さな
ければならないというのです。民は、これこそが自分たち
の平和を保つための唯一の手段であると考えたわけです。
　神はこの民の要求を認めつつも、これで平和が実現する
わけではない、平和を保つことができるわけではない。もし、
できたとしても、そこには大きな苦しみを経験しなければ
ならない、多くの人が犠牲にならなければならない、それ
がはたして平和だといえるのかと問いかけてくるのです。

EMCファミリーBBQ
EMC委員　安　部　英　彦

　EMC 委員会主催の BBQ 大会が７月18日（月・海の日）にリ
トリートセンターで開催されました。
　前日までは天気予報で降水確率 40％でしたが、当日は快晴。
超 BBQ 日和になりました。

　今回のメニューはローストビーフ、スペアリ
ブ、海鮮、タコス、ピザ、パエリア、南蛮漬け
と盛り沢山。暑い中皆さんがタップリと、お手
伝い頂きましたので、労働後のビールが最高に
美味しかったのではないでしょうか！
　今回はゲストに、近々入会予定の荒川様、石
倉さんご紹介の宮﨑様、山田様、森会長ご紹介
の山尾様親子、山田英樹委員長ご紹介の友長様、
諸岡様、児玉様親子、高誠様、王蔓様、多川様
と沢山参加して頂き、自己紹介タイムも盛り上
がり、とてもにぎやかな会になりました。

　次回は９月のハッピーマンデーに予定しておりますので、皆
さんゲストを誘って一緒に楽しみましょう !!
　次はもうちょっとシンプルなメニューにしても良いかも（笑）

2016年７月26日（火）19:00～21:00
ウェスティン都ホテル京都　平安の間

第１回　役員会議事録

HAPPY BIRTHDAY

HAPPY ANNIVERSARY

「おおらかー、朗らかー、根あかー」で、かんぱーい！
今日のゲストの皆様との交流

今日の主役、
ローストビーフ


