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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）

８
在籍者数　　36名
第一例会　　31名
第二例会　　30名
メイクアップ　　4名
出 席 率　　97.2%

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　13,000円
第二例会　14,000円
累　　計　38,000円

EMC-BBQドリンク　9,073円
アイスコーヒー　2,025円
シャンプー　　4,200円
扇　　子　　5,544円
合同委員会　　6,500円
パ　　ン　　2,000円
累　　計　　31,342円

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

第一例会　　　　0円
第二例会　　4,170円
累　　計　67,735円

東日本大震災復興募金
第一例会　　　　0円
第二例会　　3,174円
累　　計　　9,891円

各クラブでメネット例会を企画し、国内プロジェクトへの理解を深めて下さい。
ワイズは、家族で参加できるボランティア団体です。ファミリーでの活動を呼び
かけ広めましょう！	 	 	 　亀浦尚子メネット事業主任（熊本にしクラブ）

９月

　今期、森会長よりお誘いを頂き、メ
ネット会長をさせて頂きます、山田まゆみです。１年間
宜しくお願い致します。メネット会長は９年前に一度さ
せて頂きましたが、何もわからず、緊張しながらメネッ
ト会等に参加していた記憶があります。
　今回は子供も大きくなり少し時間に余裕もできました
ので、キャピタルクラブ、メネット会の様々な企画を楽
しみながら活動していきたいと思っています。
　今年度初めての事業でありました、リトセン夏期準備
ワークでは、多くのメネットに参加していただき、カレー

作りをすることができました事をこの場をおかりいたし
まして、お礼を申し上げたいと思います。
　また、キャピタルクラブもメンバーの減少が危惧され
ていますが、メネット会も懇親を深め会員増強やキャピ
タルクラブの活動にもメンと一緒に頑張っていきたいと
考え、メネット懇親会を例年より多く開催したり、西日
本区メネット事業の支援等活発に活動していきたいと思
います。
　特にメネット例会は趣向をこらし、盛大に開催したい
と思いますので、皆様のご協力を重ねてお願い致します。

Menettes
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『多くの部分があっても一つの体なのです。目が手に向かって「お前は要らない」とは言えず、
また頭が足に向かって「お前たちは要らない」とも言えません。それどころか、体の中ではほ
かよりも弱く見える部分が、かえって必要なのです。』	 　　コリントの信徒への手紙 12 章 20-22 節

聖句の解説　
　私たちの体のなかで「弱く見える部分」を神はいっそう引き立たせて、キリストの体である教会を組み立て
られたといっていますが、私たちの「弱さ」や「欠点」が教会を支える大切なものとして用いられているのです。
　「違うこと」は駄目なこととして切り捨てられるのではなく、「違うから」こそかえって必要とされていきます。
　異なりを異なりとしてそのまま受け入れ、そして、お互いを認め合っていくならば、いまある差別の多くは
なくなっていくのではないでしょうか。

長～い、永～い、お付き合い
メネット会長　　山　田　まゆみ
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股 関 節 を 大 切 に
地域奉仕・環境委員　瀬　本　純　夫

　森会長の挨拶で先日の国際大会に於いて行われた、台北アル
ファクラブとの IBC 締結に続いての東京クラブを交えたトラ
イアングル締結について説明があり、参加できなかった私に
とって大変楽しく聞かせていただきました。
　この日も二人のメンバーゲスト宮﨑順巳様、荒川智加依様を
お迎えしており、入会式が楽しみです。
　また、西日本区から、仁科保雄さんには奈良傳賞審査委員、
田中雅博さんには財政問題等検討特別委員の委嘱状が会長から
手渡されました。
　本日のゲストスピーカーは京都第二赤十字病院院長の日下部
虎夫様よりご講演をいただきました。
　股関節の骨折、骨
の壊死、新旧の股関
節手術についてわか
りやすくお話を頂き
ました。人の体の生
命力というか、再生
能力というのはすご
いものだと思いまし
た。
　取り敢えず体をい
たわり、なるべくお
世話にならずに済み
たい、でもお世話に
なることがあれば、
日下部先生宜しくお
願いします。

納涼例会と IBC 締結壮行会
メネット　岡　本　　　都

　今年は格別の猛暑で、熱中症で搬送される人のニュースが連
日報道されています。
　当日は私の甥の家族４人が京都に来ることになっていました
ので、一緒に参加させて頂き、お世話になりました。会場は
暑さを忘れさせる涼しいお部屋で、メンバー候補のお二人とメ
ネット共々スタミナ料理の焼肉に舌鼓を打ちました。
　その後、ドライバー委員さんのアイデアでゲームを楽しみま
した。また、４日から３泊４日で開催される台湾での国際大会
開催中に行われる、台北アルファクラブ、東京クラブとの IBC
のトライアングル締結に参加される皆さんに、盛大なエールを
送り森会長が締結の時のスピーチを英語で披露され、それの日
本語と英語の用紙も配布され、いやがおうにも会場の雰囲気は
盛り上がりました。
　キャピタルクラブのメネットは、リトリートセンターの開設
ワークでカレーライス作りを担当したり、メタセコイヤ祭での
お食事作りのお手伝いやべテスダ祭のバザー等で、折々にメン
バーの方達と一緒になって活動させて頂いています。
　お陰様で参加出来る時は何時でも行くというメネットも自然
に集える環境にあります。これも偏にキャピタルの対応が「メ
ネットと共に」の気持ちがあってこそとの事と有難く思ってい
ます。
　40 年来のメネット歴の私も気持ち良く参加しています。こ
れからも確りとスタミナをつけて、益々のクラブ発展にメネッ
トの皆様とご一緒に寄与したいものと願っています。

メネット参加者　内廣、岡本、香山、仁科、山口特別メネット

び わ こ 花 火 大 会
EMC委員　山　田　英　樹

　８月８日（月）。今年も石倉さんのご厚意で、恒例となりま
した『びわこ花火大会観賞会』へお邪魔して参りました。
　今年度のテーマは『虹色の旅へ。滋賀・びわ湖』。例年 35 万
人もの老若男女が、１万発の花火に酔いしれる関西を代表する
花火大会です。
　キャピタルのメンバーにとっても、なくてはならない夏の風
物詩になりました。今年のトピックスとしては新しい顔ぶれが
たくさんいらっしゃった事でしょうか。

　森会長、倉見さん、左近さん、吉井さんファミリー、そして
ゲストの高さん王さん夫妻、初参加の方々も思い思いに過ぎゆ
く夏の夜空に上がる花火に、それぞれの思いを馳せておられた
ようです。
　高さん、王さんによると中国では、どちらかというと花火は
冬の風物詩だそうで、春節や国慶節など寒い時期にお祝いとし
て打ちあげることが多いのだとか。日本人にとっては全くピン
ときませんね。
　どうやら『浴衣・花火・蚊取線香』は国際的には通用しない
ようですが、ワビサビの世界では、やはりこの国が断トツ№１
だと再認識しました。
　凛とした例会、ざっくばらんに意見をぶつけあう委員会、心
の洗われる各事業、どれもキャピタルクラブになくてはならな
い活動なのですが、そんな活動を下支えしているのはこのよう
な自然発生的に集まる、オフの会なのだと思います。
　石倉さん、素敵な会をありがとうございました。申し訳あり
ませんが、来年もよろしくお願いいたします。

参加者　石倉・メネット・コメット、石村、岡本・メネット、
香山・メネット、倉見、左近、菅原、森（繁）、柳、山田（隆）・
メネット、山田（英）・メネット、吉井・メネット・コメッ
ト２人、山口特別メネット

ゲスト　高誠さん・王蔓さん	 	 　　　合計　24 名

８月第一例会 2016年８月２日（火）　19:00～21:00
焼肉大将軍四条大宮店 ８月第二例会 2016年８月23日（火）　19:00～21:00

ウェスティン都ホテル京都

京都第二赤十字病院院長　日下部虎夫さん（右）
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台北アルファクラブ、東京クラブとの IBC・トライアングル締結
歴史的な一頁　―準備から締結まで―

2016年８月４日（木）～７日（日）　台湾（台北）

大会日程とプログラム
　８月１日（月）　ユースコンボケーション受付
　　　　　　　　ICMコミッティー
　８月３日（水）　ゴルフコンペ
　８月４日（木）　開会式・国際会長交代式
　　　　　　　　講演会・国際会長主催晩餐会

８月５日（金）　国際書記長報告・分科会・台北散策
　　　　　　　次期国際会長主催晩餐会（エンターテインメント）
８月６日（土）　分科会レポート・エクスカーション
　　　　　　　国際会長主催晩餐会
８月７日（日）　聖日礼拝・ユースコンボケーションレポート・閉会式

会場　グランドホテル（圓山大飯店）・EXPO　DOME
宿泊　グロリアプリンスホテル台北（日本のプリンスホテル系列）

国際大会会場　圓山大飯店内部 圓山大飯店外観
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　この調印には、‘紆余曲折’遠い道のりがありました。
　もともと釜山ベゼルクラブと IBC 締結を行い毎年活発に交
流してきましたが、数年前から連絡が途絶え、以前のような良
質な交流が持てなくなりました。
　そこで、新たな IBC 締結を目指して、クラブ内で協議を重
ね、前回のアジア地域大会でフィリピンのクラブとの締結を目
標に、クラブ間で交流を持つなど、締結に向けて進めてまいり
ましたが、実現することはできませんでした。ここ数年の大き
なクラブとしての目標を今期、達成することができ、本当に嬉
しく感じています。
　私がキャピタルクラブに入会し、国際クラブに所属している
ことが実感できたのは、やはり IBC のプログラムでした。今
回の締結で、まだ IBC のプログラムを経験されていない、新
しいメンバーにも、国際クラブに入会している実感を味わって
頂きたいと思います。

◎３クラブ合同昼食会
会　長　森　　　繁　樹

　８月５日（金）12 時より、圓山大飯店（THE　GRAND　
HOTEL）で３クラブ合同での昼食会が開催されました。台北
アルファクラブと東
京クラブと京都キャ
ピタルクラブのメン
バーが対面で座り和
気あいあいとお弁当
を頂きました。
　お弁当も日本人の
口にもあった美味し
いもので食事のお陰
か、英語でなのか日

本語でなのかわかりませんが、会話も弾んでいたようで笑い声
も聞こえました。食事が落ち着くと、日本から持参したメンと
メネットへのお土産を黄会長にお渡して、感謝の意を表しまし
た。
　食事後、今後の交流について、台北アルファクラブ（黄会長
を含み５人）京都キャピタルクラブ（吉井交流委員長、私）で
30 分程お話しをしました。
　内容は、大きく２つだけ、交流のタイミングと交流時の経費
について、交流のタイミングは基本的には各周年事業の時には
案内をする。経費の負担については前夜と当日の食事代程度で
となりました。来日のときは、ツアーで観光等のオプションを
組むからということでした。
　次は約２年後の京都キャピタルクラブ 35 周年式典に案内を
させて頂き、お招きするタイミングとなります。

◎ IBC 締結のいきさつ
直前会長　幡　南　　　進

　2016 年８月６日午前 11 時、台北アルファクラブとの IBC締
結式、東京クラブとのトライアングル締結式が無事終了しまし
た。胸を撫で下ろした瞬間です。
　思い起こせば、東京クラブからのご紹介で、直前期のアジア
地域大会より準備がスタートしました。昨年の 11 月に事前下
見に台北を訪問し、今年３月に台北アルファクラブを訪問、１
年間に３回の台北訪問となり、かなり身近に台湾と言う国を感
じています。台湾の方が親日的で、温かく受け入れて頂けた事
が私としては本当に良かったと思うのが今の気持ちです。
　会長期に IBC締結の準備をさせて頂けた経験は、何よりも私
の宝物となり今後のワイズライフにもプラスとなっていく事で
しょう。何よりも次回京都へお迎えする時を楽しみにしています。
　ご紹介頂いた東京クラブのメンバーの皆様、また真剣にお考
え頂けたキャピタルクラブのメンバーの皆様へ感謝の言葉しか
見つかりません。ありがとうございました。

◎３年前からの模索
書　記　金　原　弘　明

　今回は台北アルファクラブさんとの IBC 締結及び東京クラ
ブさんを含めたトライアングルの締結という大切な仕事を携え
ての参加でした。思い起こせば、私が会長を務めた 30 周年の
記念事業の一つとして IBC 締結を模索し、当時のアジア地域
大会に参加して、フィリピンの RAHAクラブさんとお顔合わ
せをさせていただいた時から丁度丸３年目にしての IBC 締結
の成就となりました。
　台湾には、何の抵抗もなく、夜にホテルを出てコンビニに日
本茶を買いに行ける環境があります。我がクラ
ブの IBC は、より深いお付き合いをより永く
続けられることを基本姿勢としているが故に、
この安全な環境は IBC 締結の上で、何物にも
代えがたいものの一つだと改めて思いました。
今回、実際に台湾へ行かせていただき、台北ア
ルファクラブのメンバーの皆様ともお会いさせ
ていただき、次回からの IBC 訪問は「安心し
て楽しめます！」と自信を持って言うことがで
きる実感を得られたのは大きな収穫です。そし
て、これから長い永い歴史が築かれるであろう
IBCの歴史の１ページ目に関わることが出来た
ことはこの上ない喜びです。
　最後に、３年前のフィリピンでの IBC 締結
の模索から今回の締結まで、東京クラブや西日本区役員の皆様
を初めとして、たくさんの我がクラブ以外の皆様にも多くのご
協力とご尽力を頂きました。今回の締結成就に当たり、改めて
全ての皆様に感謝申し上げます。

◎‘紆余曲折’遠い道のり
地域奉仕・環境委員　山　田　隆　之

　台北アルファクラブ、東京クラブ、京都キャピタルクラブの
３クラブで、トライアングルでの IBC 締結をおこなってきま
した。元東京クラブの田中さんがコーディネーターを務められ、
国際大会の壇上で盛大に調印式が開催されたことは、キャピタ
ルクラブの一員として、大変誇らしく感じました。森会長の途
中で短縮できない長い英語のスピーチも大変好評で、調印に花
を添えました。

合同昼食会に参加された皆さん
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◎ IBC サインセレモニー
会　長　森　　　繁　樹

　８月６日（土）午前 10 時 15 分頃、
台北 EXPO	DOME（2010 年台北国
際花の博覧会跡地の複合施設）で
IBC サインセレモニーが開始されま
した。大会スケジュールでは、10 時
30 分スタートとなっていましたが、
その前のプログラムが早く終わった
せいか、前倒しのスタートとなり少
し余裕を持って会場に到着していた
ので特に問題なく、気持ちを本番
モードにスイッチを切替えることが
できました。

　事前の打合せも全くなく、英語でのアナウンスがあり、何と
なく呼ばれているんだなぁと感じ舞台の袖に待機してセレモ
ニーに入っていきました。
　田中博之さん立会人のもと、最初に台北アルファクラブと
京都キャピタ
ルクラブとの
IBC 締結のセ
レモニーが行
われました。
台北アルファ
クラブの黄品
善 会 長 と 私
が、署名用の
長机に座り、
締結書が手渡
されました。
サインをする

ところだけを間違わ
ないように慎重に確
認して京都キャピタ
ルクラブのところに
「Shigeki	Mori」 と
ローマ字で、少し急
かされている感があ
り走り書きで２枚に
サインをしました。
　それを持って IBC
の締結完了です。そ
の場で立ち上がり、
黄会長と固い握手を
して締結を再確認
し、完了です。
　続いて台北アル
ファクラブ、東京ク
ラブ、京都キャピタ
ルとのIBCの締結式です。こちらも署名用の長机に３人で座り、
３枚の締結書にサインをする箇所を間違わないで、３枚にしっ
かりローマ字でサインをしました。
　これで、IBCの締結は完了です。IBC締結完了時には、各ク
ラブもメンバーも全員、セレモニーの舞台に上がっており、た
いへん賑やかな状態になっていました。この後各会長の挨拶で
す。私は３番目の挨拶となり準備していたカンニングペーパー
を見ながら英語で３分程ゆっくり挨拶をさせて頂きました。こ
れからが記念撮影の猛ラッシュです。西日本区の岩本理事やそ
の他の役職の方も登壇され全員で、何台ものカメラで何枚も何
枚も記念撮影が行われました。少し有名人の気分を味わうこと
ができました。
　スピーディーにものごとが進んでいくので、締結の余韻を味
わっていることもなく、次のプログラムがあるらしく、さっさ
と降壇することになりました。
　本当に一生に一度あるかないかの体験をすることができ、皆
様に心より感謝申し上げます。

◎台北アルファクラブとの IBC 締結式に
　参加して

広報・ブリテン委員長　亀　井　久　照

　８月４日午後３時まで仕事をして、皆さんのフライトより遅
い夕方６時半の便で台北に向かいました。夕方に南に向かって
いましたので、窓からはずっと夕日が見えてとても美しかった
です。
　桃園空港に現地時間の８時半に到着しました。日本との時差
は１時間です。空港から台北市内へは約１時間かかりますが、
バス料金はなんと 300 円でした。台湾の公共施設の料金はとて

３クラブ会長勢揃い

台北アルファクラブとの記念楯 I BC 締結書 IBCトライアングル記念楯 トライアングル締結書

黄会長、森会長、今日迄ご苦労された幡南直前会長、
八木副会長
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も安いようです。予約したグロリアプリンスホテルの最寄りの
バス停がわかりませんでしたが、何とか先着の皆と合流できま
した。
　早速、市内観光に出かけました。台北は夜も蒸し暑く、アサ
ヒビールがとても美味しかったです。町の看板にはいたるとこ
ろに日本語があり、「居酒屋」「定食」「回転寿司」等も沢山あ
りました。
　翌日は朝から国際大会の会場に出向き台北アルファクラブ、
東京クラブの皆様と昼食をいただきました。アルファクラブに
は日本語の話せる方が数名おられ、他にも英語もできる方が多
いようです。もう少し英語の勉強をしておけば良かったと痛感
しました。
　午後からはキャピタルメンバーで故宮博物館へと向かいまし
た。タクシーの中から町並みを見ていると、ゴミも少なく、昨
年訪れた中国よりずっと美しく、また、暑さをしのぐためか街
路樹がとても多かったのが印象的でした。
　翌日６日土曜日は午前 10 時半から IBC 締結式が行われまし
た。３クラブのメンバーが全員ステージに上がり、森会長の英
語のスピーチを見守りました。少しカタカナ英語でしたが、大
きな声は会場中に響き渡りみんな聞き入っていました。
　私は昨年、幡南会長と田中枡啓委員長と交流委員会に所属し
ていましたので、１年以上の苦労がやっと実を結んだと思い、
とても感動しました。そしてクラブの歴史に残る瞬間に立ち会
える事が出来て嬉しく思いました。
　台湾という国の印象ですが、人々がとても優しく親切で、ス
キがあれば騙そうという国民性では無いと感じました。新幹線
で東京へ行く程度の交通費で行けるので、近くまた訪れたいと
思いました。
　最後にクラブから補助金をいただき、行かせていただいた事
にも感謝いたします。ありがとうございました。

◎国際大会に参加して
ファンド委員　森　　　常　夫

　台北国際大会に参加して感じた事は私自体、まず登録が間違
いで席が外れの席で登録されていました。クラブ名もグローバ
ルクラブで隣の席にグローバルの方は居られませんでした。不
満から始まりの大会でした。IBC締結、トライアングル締結式
の森会長が英語でされた挨拶は大変感動致しました。
　皆さんと同じストーリーに成らぬ様考えて、朝の露店市場を
見学しました。早朝より多くの市民が野菜、果物、肉、魚等買
い求めていました。露店の近くに朝の食事を買いに来て食べる
人が多く見られました。冬瓜の３倍位長い瓜を、鉈の様な刃物
で注文分を其の揚で切り売り販売していました。
　習慣が日本に近い国だと聞いていましたが、市場だけは随分
異国感を持ちました。４日の皆さんで食べた昼食は大変おいし
かったです。

◎好
ハオ

吃
チィ

！　好
ハオ

喝
フェ

！　台北！
　　　（おいしい・おいしい）

副会長・YMCAサービス・ユース委員　石　倉　　　尚

　久しぶりの国際大会、今回は台北アルファクラブとの IBC
締結という使命を持っての参加です。観光や遊びではございま
せん。
　関空で旅の無事を祈り、まずはビールで乾杯。桃園空港より
バスでホテルへ、広いお部屋で気分上々。IBC締結に向けて台
北を知るべしと、市場調査へ。八木ちゃんお勧め小龍包の有名

店「鼎泰豐（ディンタイフォン）」へ。真夏の台北、まずは冷
たいビールで乾杯！　次々出てくる小龍包をパクつきながら次
は紹興酒でカンパ～イ！　好吃！　好喝！　お腹もいっぱい、
タクシーに乗り国際大会会場となる「圓山大飯店」へGO！
　登録を済ませ、台北アルファクラブのメンバーと初顔合わせ。
大会をホストされているのでバタバタと……IPIP	NIGHT（晩
餐会）へ。テーブルには常温の缶ビールと氷……カンパ～イ！
　冷えたのがないとなれば、常温のビールでも飲めるようにな
るものです。
　２日目の昼食は台北アルファと東京クラブとの昼食会（お弁
当とパックのジュース）。お土産に国際大会オリジナルマグカッ
プをいただき、和やかに会話を楽しみお開きに。今日の晩餐会
（IPE	NIGHT）は場所を替えて EXPO	Dome へ。ビールは冷
たかったがテーブルにあるだけ、ワインはテーブルに１本のみ
……。
　３日目、いよいよ締結式です。遅れるといけないので早めに
ホテルを出発。着席して間もなく、予定より大幅に早く締結式
が……。森繁樹会長の準備万端のスピーチも無事終わり、みん
なで記念撮影。吉井交流委員長の腕の見せ所、「ハイ、チーズ！」
「パシャ！」再開を約束し帰路へ。
　初めて締結式に参列しこれからなが～いお付き合いになるこ
とを祈りつつ、台北を後にしました。謝謝！　再見！

◎国際大会・IBC 締結式に参加して
交流委員長　吉　井　崇　人

　全てが初めての経験ですごく新鮮で刺激的な時間を過ごすこ
とが出来ました。たぶん、今期委員長という立場でなければ、
仕事にかまけて断っていただろう、イベントだったと思います。
　委員長なんだから仕方無いというのが本音でした。実際は、
前日から楽しみでしょうがなく年甲斐もなく寝れずに当日の朝
を迎え、駅についたしりからずっと笑顔でいた様な気がします。
　到着後、早速大会会場に入り感じたことが、私が今まで参加
してきた西日本区大会や京都部・アジア地域大会・オプション
のクラブ行事等で迎えて下さるやさしい笑顔でした。何を言わ
れているかは、まったくわかりませんが歓迎してくれている。
「よう来てくれて。」そんな雰囲気が伝わってきました。ワイズ
メンは、国が違い言葉が違ってもこういうやさしい表情を共通
してするんだなぁと感じました。
　台北アルファクラブ・東京クラブとの昼食会でも同様で、す
ごく歓迎して頂き、気さくに話しかけて頂き楽しく良い時間が
持てたと思います。
　締結式は、会場が少し緩い雰囲気の中、キャピタルクラブの
メンバーは、ビシッとスーツで登場し、会場に良い緊張感が伝
わったと思います。あのような中でも、キャピタルスタイルを
貫き通すといった所は、格好いい方たちだなと改めて感じまし
た。会長のスピーチも流れに飲まれず、伝えるべき事はしっか
り伝え本当に格好のいいスピーチでした。
　たぶん、今頃世界中で「京都キャピタルクラブはいいクラブ
だ。あんなクラブがあるなん知らなかった！　要チェックだ
ね。」なんて噂されてるんじゃないでしょうか。そして、会場
を出たとたんのスイッチのOFFの切り替えがすばらしい。さっ
きまでの表情とは別人のような顔つきで、夜のネオンがつく街
へ消えていくといった、この、緊張と緩和のバランスが素晴ら
しい。そんな、キャピタルクラブのメンバーに惚れ直した国際
大会でした。
　簡潔にまとめると、京都キャピタルのメンバーはいい人、台
北アルファクラブの方もいい人、東京クラブの方もいい人、ワ
イズメンは国境を越えていい人、「IBC 締結」クラブとして歴
史的な行事に参加をした実感はあまりない。ただ、行って良かっ
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　　森　会長　様
　暑い台北から帰国したら日本も盛夏ということで、夏
バテ気味で、お礼の連絡が遅れましたことをお詫びいた
します。
　無事貴クラブの台北アルファとの IBC協定が無事調印
され、サポートクラブとしてのお助けがいささかでもで
きたかとは思いますが、なにしろ私にとっても、初めて
の国際大会参加でしたので、分からない事だらけでした
ので、不十分な点が多々あったと思いますが、その点は
どうぞお許しくださるようお願いいたします。
　参加された貴クラブの皆様にもよろしくお伝えくださ
るようお願いいたします。
　また皆様とお会いできるのを楽しみにしております。

東京クラブ会長　比奈地　康　晴　　

た。みんなと行けて楽しかった。要は、ずっと楽しかったんです。
　自宅では、「大変やったんや」と嘘をつく。次があれば進ん
で参加したい。どうしたら行けるのかを考えた結果、仕事のス
タッフを猛烈に育成中です。
　まだ、こういった行事に参加されてない皆様へ、普段参加し
ていない私が言います。心の隅にでも置いておいて下さい。行
けば楽しい。はじめだけ忙しい中、無理をして行ってみてくだ
さい。それ以降は、行きたくなってくると思います。たぶんね。

◎台北アルファクラブのお心遣いに感謝
副会長・交流委員　八　木　悠　祐

　IBC締結式参加のため、台北で開催された国際大会に参加し
てまいりました。キャピタルクラブメンバー９名での参加です。
IBC締結という使命感もあり、少し緊張感を持ちながら国際大
会の雰囲気、台北アルファクラブ様との交流、美味しい台湾料
理を楽しんでまいりました。台北の街はきれいに整備された所
と、昔ながらの雑然とした街並みが入り混じった非常に魅力的
な街で、知れば知るほど奥が深そうな街でした。これから交流
をする中で台湾の歴史も含め学んでいきたいと感じます。そし
て何より人が親切で、初めての方でも安心して楽しめる国だと
思いました。
　今回の訪問では、台北アルファクラブの皆様が大会ホストク
ラブの仕事で忙しい中、終始我々にお気遣いいただいたことが
心に残っています。IBCのクラブとして今後のお付き合いのイ
メージが湧きました。日本に来られる際は、同じような気持ち
で親切にお迎えしたいと思います。また、今回の IBC 締結に
あたり、トライアングルとしてご紹介いただきました東京クラ
ブの皆様には現地でもいろいろとお手伝いいただき心から感謝
いたします。

　８月 26 日（金）前日までの二つの大きな台風が珍しく北海
道に上陸して、JR が動かず新千歳空港より急遽バスで帯広に
到着しました。翌 27 日（土）は晴れでやれやれ、15 時より「と
かちプラザ」で北海道部会が十勝クラブのホストで開催さ
れました。北海道は４クラブのみで、評議会報告とウエス
トクラブの森田さんによる記念講演「ワイズへの思い～こ
れまでとこれから」と題した１時間近いお話を聞く機会を
得ました。京都での部会と違って簡潔なもので、こういう
部会もまた良いなぁと参考になりました。
　記念例会は 18 時より部会の会場に近く、宿泊先でもあ
る帯広駅近くの「ホテル日航ノースランド帯広」に場所を
移して、十勝クラブの IBC 先である台北ダウンタウンク
ラブ 24 名、京都からは、IBC のスポンサークラブである
京都ウエストクラブ15名、DBC先の京都クラブ６名とキャ
ピタルクラブ岡本夫妻と私とが参加しました。乾杯の発声
は岡本さんが「おおらか、ほがらか、ねあかなクラブ」と
祝杯をあげました。その後、ダウンタウンクラブのメネッ
トなどによる民族舞踊などがあり、その音楽に合わせてメ

ン・メネットが会場に輪を作って友好を深めました。
　遠い北海道でしたが、ワイズの皆さんとお会いして元気と勇
気をいただいた、楽しい３日間でした。

第 44 回北海道部会・十勝ワイズメンズクラブ 40 周年
記念祝会に出席して

特別メネット　山　口　弘　子

参加の皆さん勢揃い　よかった！　楽しかった！　大満足！

台北ダウンタウンクラブのメネットさんと
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〈西日本区・京都部報告〉　北京都フロンティアクラブチャー
ターナイト 18 名の登録／北京都フロンティアクラブ支援金
（募金合計 30,000 円）／ PR委員会（報告者：八木副会長）／
びわこ部会 10月８日（於：ビアンカ船上・竹生島クルーズ）
／京都部部会９月11日／九州部会 10月２日熊本／中西部会
９月３日（於：グランビア大阪）／中部部会８月28日開催済み

〈YMCA報告〉　YMCAオリエンテーション講座９月26日（月）
開催／ YMCA東山荘 100 年募金の感謝とお願い／ YMCA
東山荘の秋冬行事のご案内

〈三役会報告〉　次年度 PR委員長に金原弘明さんを推薦

〈各事業委員会報告〉
・YMCAサービス・ユース事業委員会　YMCAサービス・
ユース献金の報告／歴代Ｙサ委員長座談会報告（参加 8名）
／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　今後の予定報告／ベテスダ祭
りバザー提供品の募集／各種献金募金について／歴代 CS
委員長座談会８月31日（水）開催
・ドライバー事業委員会　８月第１例会「納涼例会」、第２
例会報告／９月第１例会「京都部部会」、９月第２例会「メ
ンバースピーチ」「国際大会・IBC締結報告」
・交流事業委員会　国際大会報告／ IBC交流基本定義報告／
IBC決算報告
・ファンド事業委員会　ファンド実施報告／ジャガイモファ
ンド内容・引き渡し場所の検討／今後のファンド計画報告
・広報・ブリテン事業委員会　９月号、10 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／荒川智加依さん宮﨑順巳
さん９月第２例会にて入会式（オリエンテーション９月８日）
／第２回EMC―BBQアピール／例会にてメンバー増強のア
ピール
・メネット会　メネット懇親会 10月15日（土）予定（於：ケラ
ラ）／今期は京都部主催のメネットアワー、メネット懇親
会は開催予定なし

〈審議事項〉　次年度 PR委員長に金原弘明さんを推薦　承認／
宮﨑順巳さん入会　承認／国際大会登録補助金執行　承認
／西村融正さん結婚と山田隆之さんご子息の結婚お祝い金
10,000 円　承認

〈その他〉　
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
第４回三役会　10月14日（金）　19：00～　於：わこん
第４回役員会　10月25日（火）　19：00～

於：ウェスティン都ホテル京都

メ　　ン　菅原　樅一　９月11日　　長谷川幸昌　９月11日
メネット　山口　弘子　９月16日　　菅原由利子　９月20日
　　　　　山田とも子　９月20日
コメット　山田　智也　９月12日

亀井　久照・三千代　ご夫妻　９月15日
吉井　崇人・香　月　ご夫妻　９月17日

編集後記
　納涼例会に IBC 締結とキャピタルクラブの熱い夏が終わり
ました。台北国際大会での IBC 締結式に参加されたメンバー
の皆様方、お疲れ様でした。またお土産話を聞か
せてください。
　２年後には台北クラブの方を京都へ迎える事に
なりそうです。交流委員会も忙しくなりそうです
ね。今月は新メンバーを迎える事になりそうです
し、クラブに活気が出てきたように思います。こ
れからも頑張って楽しみましょう。

広報・ブリテン委員長　亀井　久照

2016　パープル21　釣り大会のご案内
日　時　2016 年９月 24 日（土）
　　　　午前９時集合　９時 30 分出船
場　所　うみんぴあマリーナ　福井県大飯郡おおい町成海
　　　　舞鶴若狭自動車道　小浜西インターチェンジより５分

京都YMCA会員のためのオリエンテーション講座
日　時　2016年９月26日（月）　午後７時～８時半
場　所　京都YMCA　201 号室

ちょこっとボランティア　視覚障がい者サポート講習会
「京都YMCAこおろぎ」の支援活動を続けている京都キャピ
タルクラブの方にはおすすめ。お時間のある方は是非ご参加く
ださい。
日　時　2016年10月１日（土）　午後３時～５時
場　所　京都YMCA　201 号室
講　師　松永信也（まつながのぶや）氏

（公社法）京都府視覚障害者協会副会長、京都福祉専
門学校、京都YMCA国際福祉専門学校非常勤講師
NHKテレビ、ラジオにも出演

参加費用　300 円（当日、受付にてお支払いください）
お申込み・お問合せ　京都YMCA

京都YMCA国際福祉専門学校学園祭（YMCA祭）
日　時　2016年11月３日（木）　午前 10 時～午後３時
場　所　京都YMCA

第２回　東西日本区交流会
「語ろう！　未来につなぐワイズスピリットを！」

開催日　2017 年２月４日（土）～２月５日（日）
　　　　「前夜祭」２月３日（金）も計画中です。
会　場　日本YMCA同盟　東山荘

ご　　報　　告
　先日、正子・ダルマパーラン様、マヘシュ様よりニコニコと
して下記のメッセージと共に 10,000 円を頂きました。
　ありがたくニコニコとして受け入れさせて頂きます。
　先日の例会でご報告すべきところ、報告が遅れましたことを
お詫び申し上げます。

　いつもキャピタルの皆様には、ケララを応援頂き感謝し
ております。キャピタル35周年を追いかけて、皆様に愛
されるケララでいられる様、ガンバリま～す。

マヘシュ＆ダルマ

ドライバー委員長　西川　欽一

2016年８月30日（火）19:00～21:00
ウェスティン都ホテル京都　平安の間

第２回　役員会議事録HAPPY BIRTHDAY

HAPPY ANNIVERSARY
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