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強い義務感を持とう　義務はすべての権利に伴う
 " TO  ACKNOWLEDGE  THE  DUTY  THAT  ACCOMPANIES  EVERY  RIGHT "
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CHARTERED  28  Sep. 1983

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）

９
在籍者数　　38名
第一例会　　25名
第二例会　　35名
メイクアップ　　7名
出 席 率　　92.1%

切　　手　1,240g
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　　　0円
第二例会　17,430円
累　　計　55,430円

合同委員会　　11,000円
累　　計　　41,342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　　4,095円
累　　計　71,830円

東日本大震災復興募金
第一例会　　　　0円
第二例会　　3,022円
累　　計　12,913円

「国際協会に所属するワイズメンとして全ての仲間である国々を周知する目と心と義務を
育て、より BF／EF への意識を高めましょう」

森田美都子国際・交流事業主任（京都パレスクラブ）
10月

　今期も３か月が過ぎ交流委員会として
は、国際大会参加・台北アルファクラブ

との IBC 締結という、クラブにとっても大きなイベントの一
つを無事に終えることが出来ました。今後の大きな行事は、
DBC である東京クラブ訪問があります。
　話は少しもどりますが前期の後半、森会長より交流委員長の
依頼を頂きました。本音は「嫌だなぁ～、やりたくないなぁ～」
の気持ちが８割を占めていました。
　常日頃「話が来たら何でもやりなさい」とクラブの皆様に教
えを頂いておりましたが、この件に関しては会長に時間を頂い
たように記憶してます。
　何故なら、今期は大変な一大イベントである前期の幡南会長・
田中升啓委員長の思い入れがある IBC 締結が控えているのを
無事に出来る自信が無く、仕事の予定を合わせる自信も無かっ
たからです。
　大体、人見知りで笑うのが苦手な自分が「交流委員長」なん
て出来るのか？　自問自答しながら悩みました。悩んでも答え
が出ないことに気づき悩む事が面倒臭くなり、委員長をさせて
頂く事になりました。
　始まれば早速、台湾行きへの手配で少しバタバタしましたが
やって良かった。台湾で初めてのワイズメンに会い、その温か

さに触れ、笑顔に出会うことができ、東京クラブ・キャピタル
メンバーの皆様の頼もしさ、優しさも発見しました。また、少
しワイズメンたちが好きになったような気がします。
　「交流とは？」と聞かれると上手く説明できませんしわかり
ませんが、交流事業に参加し楽しくその場にいる人が好きにな
りました。今は、その経験を毎月の委員会で岡本さん、仁科さ
んのベテランに話し、点と点を線に変えて理解を深めているつ
もりです。
　交流委員会では、出来るだけ積極的に交流の場への参加を皆
さんに促して行こう。そのために他クラブの周年例会等への案
内チラシを配布したりして、皆さんにクラブから外に出ようと
いう意識を高めて頂こうと取り組んで参りますので、よろしく
お願いします。
　さぁ、来年は DBC の東京訪問が予定されています。私は
IBC のお礼を言いに行きますので、出来たら皆で東京クラブの
皆さんと会いに行きましょう。
　たぶん、いろいろ忙しいでしょうけれど、終わりは「楽しかっ
た」って思っていることでしょう。一年が終わった時に、交流
とは何だったのかをゆっくり考えたいと思います。
　「交流」を語るには、まだまだ小便小僧なので、今は目の前
のことをやっていこうと思っております。

BF
EF
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『ともし火をともして、それを穴蔵の中や、升の下に置く者はいない。入って来る人に
光が見えるように、燭台の上に置く。あなたの体のともし火は目である。』

ルカによる福音書 11 章 33 ～ 36 節

８月のパン販売は 1,000 円
の誤りでした（ ）

交　流　と　は　？
交流委員長　　吉　井　崇　人
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キャピタル文化の成長が楽しみ
広報ブリテン委員　内　廣　　　健

　この夏の灼熱の日々から命からがら抜け出しほっと一息つく
間もなく、今度は台風 16 号が急接近し、その影響を受け大雨
の降る日となりました。
　屋外の様相とは
大きく異なる会場
の明るく活気に満
ちた雰囲気の中、
定刻通りに西川欽
一さんの司会で、
森繁樹会長の開会
宣言と点鐘。
　会長挨拶も早々
に、本日のメイン
プログラムである
今期はじめての入
会 式 が 山 田 英 樹
EMC 委員長に託
され、石倉尚さん
紹介の「宮﨑順巳
氏」と山口恵さん
紹介の「荒川智加
依氏」ご両名が緊
張される中で、会
長の入会式の式文
が力の籠った声で朗読され……両氏の「ハイ !!」という力強い
意思表明で、全メンバーの歓迎ムードも頂点に達した、キャピ
タルクラブの至福の一瞬でありました。
　続いてのプログラムは、若く明るい吉井崇人交流委員長によ
る「国際大会」と「IBC トライアングル締結式」の報告が動画

で紹介され、ユーモア溢れるスピー
チに全メンバーが爆笑しながら深い
感銘を受けたようで、委員長には感
謝の気持ちで一杯になりました。
　次に本日めでたく入会されたお二
人の新入会員スピーチが行われ、そ
れぞれの意気込みや抱負を拝聴する
事が出来、爽やかな新風を肌に感じ
た次第。お二人の共通点は、EMC 委
員会主催の「バーベキュー大会」が
キッカケになったとの事で、これも
又、EMC 委員会の皆さんの発想に感
謝するばかりです。
　そのあと西村融正さんご本人と山田
隆之さんのご子息のご結婚が披露さ
れ、全員で慶事の喜びを分かち合いな
がら HB・HA と盛り沢山だったプロ
グラムも充実したまま有意義に閉会。
　キャピタル文化の益々の成長を誇
らしく思いながら大雨もナンノソノ、
楽しく家路に向かった夜でした。

京　都　部　部　会
ドライバー委員長　西　川　欽　一

　今年の京都部部会は、平成 28 年９月 11 日グランドプリンス
ホテル京都で開催されました。午後３時、京都部バナーを掲げ
た廣井武司京都部部長の入場に始まった第一部の式典は、これ
までの京都部 18 クラブに加えて、この日の部会の前に国際協
会加盟認証状伝達式を終えたばかりの北京都フロンティアクラ
ブを先頭に、全 19 クラブのバナーセレモニーで開会しました。
われらが森繁樹会長も会場中央後方の扉より少々緊張気味な
がら堂々と入場され、「モリシゲー！」の掛け声にニッコリと、
いつもの笑顔が見られました。
　開会点鐘とワイズソング斉唱に続き、京都 YMCA 加藤副総
主事による聖書朗読と祈祷、廣井部長のあいさつ、来賓の紹介
に続いて京都 YMCA 神﨑総主事と岩本悟西日本区理事の祝辞
をいただいたのち、京都部の役員が一人ずつ自己紹介とあいさ
つをされました。
　続く第二部は、小学生から高校生までの和太鼓のチーム「の
びっこ太鼓」による和太鼓の演奏が始まりました。子供たちの
息の合った和太鼓のパフォーマンスに続いて、加藤副総主事が
京都 YMCA による国際協力と青少年支援の活動、並びにワイ
ズメンズクラブとの協働プログラムをスライドにより紹介され
ました。続く洛北高校吹奏楽部のセッティングに手間取りまし
たが、会場の年齢層を意識して選択された曲のテンポの良いメ
ドレーは、間延びした空気を払拭するには十分な演奏でした。
　いよいよ第三部、懇親会の開宴です。食前感謝に続いて乾杯
のあいさつに壇上へ上がった竹園憲二次期京都部長のマイクに異
変が……マイクに駆け寄るホテルスタッフ……と思った瞬間、プ
ロのダンサーとプリンスクラブメンバーによるダンスパフォーマ
ンスで会場は大いに盛り上がりました。竹園次期部長も一役買っ
ていたのでしょう。その後、カコ＆ロッキンロビンによるオール
ディーズの演奏で大いに盛り上がった京都部会でした。

９月第一例会 2016年９月11日（日）　15:00～19:30
グランドプリンスホテル京都 ９月第二例会 2016年9月20日（火）　19:00～21:00

ウェスティン都ホテル京都

全　員　と　握　手

入会式　荒川さん（左）と宮﨑さん（右）

岩本理事（前列右から２人目）と一緒に
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歴 代 委 員 長 座 談 会

Yサ委員会
　８月29日（月）19時～21時の２時間を頂き、森会長肝煎り
の座談会を開催致しました。
　まず森会長から「事業がたくさん増えてきて参加人数の
問題など今後のＹサ活動に生かす」という座談会の趣旨の
説明を頂き、総勢８名で活発な意見交換をして頂きました。
　「参加者の固定化をゆるめ、参加者を如何に増やすか」
など、結論は得ませんでしたが、個人的に参加したことの
ない事業もあり、とても勉強になりました。
　委員長任期残り９ヶ月余、Ｙサ事業のあり方や意義、個
人的なスタンスについて、もう少し自分なりの意見を纏め
ることが出来ればと思う次第です。
　なお、座談会で出たご意見については、報告書として役
員会に提出しておりますのでご覧いただければと存じます。

出席　森会長、左近、瀬本、田中（升）、西村、森（常）、
山口（雅）、山田（隆）

（左近宏崇　記）

地域奉仕・環境事業（CS）委員会
　８月31日（水）表記座談会を食事をしながら、例年携わっ
ている主要な CS 事業について、意見を交換しました。
　まず、「ふれあい広場」「ベテスダ祭り」について、基本
的にはこれまで通り、協賛金や人的支援を継続していく事
については、全員同じ思いであった。

　ベテスダの家について、協力を始めた当初とは違い、資金
的に状況が良くなっているように見受けられる為、他に困っ
ている支援先を探す考えもあるが、地域を巻き込んでの大き
なイベントとなっており、人的支援はまだまだ必要と思われ
る。またキャピタルの事業としても、沢山のメンバーが出席し、
懇親が図れる良い事業になっている。焼きそばをキャピタル
焼きそばとして、レシピを検討しても良いのではとの意見も
あった。
　「メタセコイヤフェスティバル」については、キャピタ
ル主催の一大事業であり、昨年は総勢 160 名を超える大所
帯となっている。様々な施設の方、障害を持つ方達と、一
緒に楽しめる事業を考える事で、それぞれの障害に対する
相互理解が深められる事は、非常に良い事と思う。今後、
検討、実行、反省を繰り返していく事で、事業としてさら
に熟成し、各施設やキャピタルにおいて今後は大切な事業
となっていくように思われる。
　新しい事業については、支援を求める施設等とキャピタ
ルの状況など、お互いが良いタイミングでマッチングすれ
ば、次の新しい事業となりうるかもしれないとの考えで
あった。
　私は今回歴代委員長と意見を交換できた事で、皆さんの
熱い思いを感じる事が出来、CS 事業への理解もさらに深
まったように思う。

出席　森会長、金原、瀬本、椿森、西川
（椿森昌史　記）

北京都フロンティアワイズメンズクラブ
チャーターナイト

直前会長　幡　南　　　進

　９月 11 日、21 名のメンバーで発足した北京都フロンティア
クラブへの国際加盟認証状伝達式と、そのお披露目としての
チャーターナイトがグランドプリンスホテルで 13 時から開催
されました。
　来賓として京都 YMCA より亀井理事長を含め４名。西日本
区より岩本理事を含め 19 名。その他ワイズメンが京都部のク
ラブや西日本区のクラブから 265 名が集い、厳粛な雰囲気の中
でスタートし、チャーターメンバーの入場です。

　平均年齢が 44 歳と、非常に若いメンバーです。エネルギッ
シュな緊張感が、張り詰めた空気の中に伝わってきました。
　思い起こせば、直前期より準備委員会が発足し、トップスク
ラブ船木委員長をはじめ多くの皆様が関わってきました。舞鶴
YMCA 国際福祉専門学校の開校がきっかけとなったわけです
が、約 50 回以上の集まりをもってチャーターに至っています。
私も何度となく委員会に参加し、当初手探りの状態であったに
もかかわらず、見事にチャーターまで導かれた関係者の皆様に
感銘致します。本当にお疲れ様でした。
　京都で 19 番目のクラブという事でスタートしますが、若いワ
イズメンが北京都の地で大活躍される姿を楽しみにしています。
　北京都フロンティアワイズメンズクラブ設立、おめでとうご
ざいます。

北京都フロンティアクラブのメンバー
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釣同好会に参加して
広報ブリテン委員長　亀　井　久　照

　９月 24 日～ 25 日にかけて小浜沖での釣同好会に参加してき
ました。６月以来、今年２回目の開催ですが、石倉さん、八木
さんは電動リールと竿を新調してやる気満々です。

　久々の秋晴れのも
と、９時半に出港し、
約１時間ほど走りポイ
ントに到着。まずは流
し釣りでアマダイねら
いです。最初のあたり
は私にあり釣り上げる
と、５センチ位のトラ
ギスでした。恥ずかし
いので黙ってこっそり
とリリースしました。

その後、八木さんに高級魚のアコウ、石倉さんに巨大アマダイ、
香山さんにカワハギ、サバ、石村さんにも真鯛、レンコダイ等
美味しい魚がたくさん釣れ
ました。電動リールが大活
躍しました。
　夜は居酒屋「麒麟」でサ
バとカワハギを刺身でいた
だきました。サバの刺身は
身が引き締まり脂がのって
絶品でした。サバはすぐに
寄生虫がわくので、新鮮で
ないと食べら
れません。こ
れぞ釣の醍醐
味です。皆さ
ん、次回は是
非参加してく
ださい。

参加者　石倉、
石村、亀井、
香山、八木

リトセン秋の準備ワークに参加して
―こだわりの楷の木伐採される !!―

広報ブリテン委員長　亀　井　久　照

　９月４日リトセン秋の準備ワークが行われました。甚大な被
害をもたらした４つの台風のせいか、皮肉にも爽やかな秋晴れ
となりました。今年３回目のワークは、食堂横の竹の伐採が担
当で、竹が電線に絡みそうになっており 20 本以上伐採しまし

た。切り倒すのは簡単ですが運ぶの
に手間がかかります。
　来年からは春に筍のうちに掘って
美味しくいただいてはどうかと思い
ました。タケノコファンドが出来れ
ば全て収益にもなるので、一石二鳥
ですよ。長谷川ファンド委員長いか

がですか。食堂の中ではウエストクラブの皆さんが前日から泊
り込みで昼食のカレーライス作りをされていました。
　みんなで黙々と作業をして少し一服した時、不意に楷の木が
気になりグランドの隅へと向かいました。前回のワークで立派
になった姿を見ていたのですが、場所を間違えたのか何故か見
当たりません。すると、ナント伐採され切株になっているでは
ありませんか！　愕然としました。山田隆之さんが残った枝を
持ち帰り、苗木として再生してみる事
にしました。どうか再生してください。
　その後、特製のコロッケ付すじ肉煮
込みカレーを頂き、午後 2 時頃に作業
を終えました。楷の木の事もあり、少
し疲れて帰りました。

参加者　森会長、石倉・メネット・コメット、岡本、金原、亀井、
香山、神﨑、左近、志田、菅原、柳、山口（雅）、山田（隆）

　新 し い 仲 間 紹 介　

荒
あら

　川
かわ

　智
ち

加
か

依
え

　さん

生年月日：1970 年７月 16 日
勤務先：C PLANNING
　　　　（シープランニング）
紹介者：山口　　恵

血液型：A 型
趣　味：旅・ゴルフ・読書・食べ歩き
入ってみたい同好会：ゴルフ
入会して一言：何事にも楽しんで、新たな経験を積んでい

きたいと思います。宜しくお願い致します。

宮
みや

　﨑
ざき

　順
のぶ

　巳
み

　さん

生年月日：1984 年５月 28 日
勤務先：株式会社　凛工業
紹介者：石倉　　尚
血液型：O 型

結婚記念日：2014 年 11 月 18 日
配偶者：早希
お子様：長男　貴歳（たかとし）
趣　味：フットサル
入ってみたい同好会：ゴルフ
入会して一言：いつも温かく迎えていただき、ありがとう

ございます。これから、宜しくお願い致します。



－ 5 －

特定非営利活動法人　スペシャルオリンピックス日本・京都
「鴨川チャリティートーチウオーク」に参加

交流委員　岡　本　尚　男

　９月25日（日）10時に府立植物園北山門前で開会式を行い、東
西の鴨川河川敷を夫々５つの区間で担当のボランティアとアス
リートがトーチを引き継ぎ、人数を増やしながら丸太町で東の
河川敷を進んでいた人たちと合流して、ゴールの御池中学校に
12 時頃に到着。閉会式を行い 12 時 30 分過ぎに解散。約６キ
ロの距離が舞台で、参加団体の旗などがひらめき、この団体の
市民へのアピールと支援を呼び掛けた。
　私達はこの団体へ毎年 CS 活動の一環として、支援金を贈呈
している関係と私がこの団体に設立当初から関わりを持ってい
たので、今年、例年ご協力を頂いていた団体が不参加となっ
た区間を、今年はどのようなものなのかを体験することを前提

にお手伝いをすることとな
り、西側の河川敷の第４区
から水泳に参加しているア
スリートと共にゴールを目
指した。参加したメンバー
は約 300 名の行列となり御
池通りで一際目立っていた。
　このイベントは 2005 年に
日本で初めての長野冬季世
界大会開催の機運を盛り上
げるために、当時、この団
体の日本の会長をしていた
細川元総理の奥様の呼びか

けで始めた、「全国 500 万人トーチラン」に京都も協力する事
となり、2004 年 11 月 14 日に第１回を開催したのが始まりで
ある。京都駅をスタートして烏丸御池から市役所を経て府庁を
ゴールとする、公道を使用するもので１千人余りが関わった。
翌年、本番の冬季世界大会に京都からも選手団を結成して長野
県へ参加。その翌年、2006 年を第２回として今日まで今のス
タイルの「トーチウオーク」に変え、鴨川河川敷で毎年継続し
てきた行事である。
　今年の参加はソロプチミストの 12 クラブを筆頭にライオン
ズクラブ、ロータリークラブ、京都 YMCA 有志、JC、サンガ
後援会、裏千家淡交会など、京都でも知名度の高い団体の方々
が参加して、盛り上げ献金をして下さった。
　京都キャピタルクラブはこのイベントにクラブの旗を掲げて
初お目見えしたのである。私はクラブが世のため、人のための
事業にまた一つ踏み込んでくれたことを誇りに思い、来年も継
続してもらいたいものと願っている。

参加者　森会長、岡本、金原、左近、菅原、瀬本、田中（雅）、
椿森

♡　西村融正さんご結婚おめでとう　♡

　９月 10 日に、下鴨神社で結婚式を挙げられた西村融正さん、
和香子さんに幸せの声をお聞かせいただきました。

融正さん、和香子さんこの度はご結婚おめでとうございます。
◦奥様のプロフィールをお聞かせください。

→滋賀県長浜市出身　39 歳　病院の
庶務課に勤務しています。

◦お二人が巡り合った時期やきっかけ
をお聞かせください。
→昨年 5 月にお見合いしました。

◦お二人の好きなところをお聞かせく
ださい。
融正さん→おっとりしてい

るところ。
和香子さん→やさしく、しっ

かりしているところ。
◦新しい家庭の夢や希望をお
聞かせください。
→末長く仲良くしていきた

いです。
◦みんなへのメッセージがあればお聞かせください。

→クラブよりお祝いも頂戴し、ありがとうございました。
新しい家族、親戚が増えて嬉しいです。今後ともよろし
くお願いいたします。

　ありがとうございました。キャピタルクラブのメネットとし
てのご活躍も期待しております。末永くお幸せに！

（インタビュー：ブリテン委員会）

大会実行委員長荒巻元知事（前列左から３人目）と千容子理事長を囲んで

下　鴨　神　社



－ 6 － 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〉　びわこ部会　10月８日　６名の登録
／九州部会　10月２日　熊本／熊本ジェーンズクラブ30周年
　11月12日

〈YMCA 報告〉　YMCA オリエンテーション講座　９月26日
（月）　森会長参加

〈三役会報告〉　10月第二例会会場　鳳凰の間に変更

〈各事業委員会報告〉
・YMCAサービス・ユース事業委員会　歴代 Y サ委員長座

談会報告／リトセン秋の準備ワーク報告／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　トーチウォーク報告／今後の

予定報告／各種献金募金について／歴代 CS 委員長座談会
報告
・ドライバー事業委員会　８月第２例会、９月第１例会「京

都部部会」、９月第２例会報告／今後の予定
・交流事業委員会　９月第２例会にて国際大会報告／台北ア

ルファクラブへ９月号ブリテンを郵送／各クラブの周年記
念例会参加への案内
・ファンド事業委員会　ファンド実施報告／ジャガイモファ

ンド台風による数量大幅減の報告、引き渡し場所・安全対
策の検討／今後のファンド計画報告
・広報・ブリテン事業委員会　10月号、11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／ファミリー BBQ 中止に

関して／荒川智加依さん宮﨑順巳さん９月第２例会にて入会
式・メンバースピーチ／新入会員の歓迎会 10月27日（木）開催
で調整中
・メネット会　メネット懇親会　10月15日（土）開催（於：ケ

ララ）　14 名参加

〈審議事項〉　なし

〈その他〉　
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
第５回三役会　11月17日（木）　19：00～　於：わこん
第５回役員会　11月22日（火）　19：00～

於：ウェスティン都ホテル京都

編集後記
　新メンバーの荒川さん、宮﨑さんご入会おめでとうございま
す。私も入会当時の事を思い出します。「名前
と顔を覚えるのが大変やなー、CS や Y サって
何の意味かなー、結構イカツイ人もおるなー」
そんなことを思っていました。クラブライフを
楽しみましょう。
　10 月を迎え、秋の事業が本格的に始まりまし
た。地域奉仕環境委員会、YMCA サービス委員
会は忙しいと思いますが、メンバー一丸となっ
て盛り上げていきましょう。

広報・ブリテン委員長　亀井　久照

国際協力街頭募金
10月30日（日）、京都市内各所で街頭募金を行います。
詳細は後日ご案内します。
集合場所・時間　京都 YMCA 三条本館ロビー

午後12時30分頃（予定）

京都YMCA国際福祉専門学校学園祭（YMCA祭）
毎年秋に開催する京都YMCA国際福祉園門学校の学園祭です。
ワイズメンズクラブの協力もあって大々的に開催している学園
祭ですが、今年は地域の皆様の応援も得て、明るく楽しく進め
て参ります。
今年のテーマは「地域の優しさのカギになろう！」です。
YMCA 周辺の地域の皆様にも役に立つ情報や楽しんでいただ
ける内容を作り出していこうと考えております。
日　時　11月３日（木）　午前 10 時～午後３時
場　所　京都 YMCA
入場無料
ステージ　簡単介護のテクニック講座、日本語科「日本の

うた」のど自慢大会、介護福祉学科の日頃の学習成果発表、
ギタリスト「ゆあさまさや」さんソロコンサート

模 擬 店　ワイズメンズクラブによる美味しいスナック、
学生による模擬店、福祉施設による手作りグッズ販売コー
ナー、子ども達の遊びのコーナー、介助犬理解コーナー

メ　　ン　田中　雅博　10月13日　　内廣　　健　10月19日
メネット　亀井三千代　10月２日　　岡本　　都　10月17日
　　　　　大門　洋子　10月17日　　石倉　博子　10月19日
ハズバンド　山口　　誠　10月13日
コメット　吉井　　禄　10月４日　　倉見　駿輔　10月５日
　　　　　田中隆之祐　10月20日　　藤田　千尋　10月22日

山口　雅也・重子　ご夫妻　10月３日
志田　育夫・千鶴　ご夫妻　10月８日
石倉　　尚・博子　ご夫妻　10月12日
幡南　　進・陽子　ご夫妻　10月16日
神﨑　清一・陽子　ご夫妻　10月30日

聖句の解説　ほとんどの少女は遊びに夢中になってい
るというのに、トリニダード・トバゴに住む５歳のマ
リアは自分の夫となる人に会っていました。彼女は９
歳で結婚し、11 歳で妊娠しましたが、その後、彼女は
合わせて 25 回もの妊娠を経験しました。この国におい
て、法律上結婚できる年齢は 18 歳以上であるにもかか
わらず、宗教上の例外として、12 歳という若さで結婚
させられる少女もいます。実際、この伝統を強固に守
ろうとする宗教指導者がおり、中には自分も昔少女と
結婚したのだから、とその正当性を主張する指導者も
います。
　トリニダード・トバゴ YWCA は、児童婚を含む女性
や少女に対するあらゆる暴力を許さない、ということ
を強く主張しています。
　「児童婚は、決して受け入れることのできない少女や
若い女性の人権侵害行為であり、長期的にも彼女たち
の健康と幸せな人生を損なうものです。これは、まだ
性的に成熟していない少女たちに対する一種の性的暴
力です。」という声明を出しています。
　この主張はコミュニティや家族に光をもたらすもの
になりましょう。力強い声で闇の存在を指摘し、それ
を変革するのです。互いに手を取り合い、私たちの行
動が日々優しさと恵みを表すことで、私たちの光が力
強く輝きますように。

（世界 YMCA ／ YWCA 合同祈祷週 2016 より一部抜粋）

2016年９月27日（火）19:00～21:00
ウェスティン都ホテル京都　平安の間

第３回　役員会議事録

HAPPY BIRTHDAY HAPPY ANNIVERSARY

YMCA　NEWS


