
－ 1－

例会出席 BFポイント ニコニコ ファンド 献　血 130周年
募　   金

[

　
　月
報
告]

130

年間強調
目標PR

西日本区
強調月間

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 "

〔CLUB OFFICE〕京都ＹＭＣＡ　〒604-8083　京都市中京区三条柳馬場角　☎（075）231-4388

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）

12
在籍者数　　37名
広義会員　　　2名
第一例会　　31名
第二例会　　31名
メイクアップ　　0名
出 席 率　　83.3%

切　　手　　　0g
切手累計　　3,578g
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　23,000円
第二例会　　　　0円
そ の 他　　8,837円
累　　計　118,267円

お祝い花販売　　1,000円
パン販売　　　500円
お買い得ハム販売　27,000円
ボージョレヌーボー販売

12,640円
合同委員会　　6,000円
累　　計　588,198円

献　　血　　　0cc
成　　分　　　0名
累　　計　　400cc
成分累計　　　1名

第一例会　　3,627円
第二例会　　　0円
累　　計　88,545円

東日本大震災復興募金
第一例会　　3,973円
第二例会　　　0円
累　　計　27,637円

「新しいワイズの世界を求めて IBC ／ DBC のお見合いをしましょう！　積極的な
アプローチから広がる世界の仲間との親睦の輪、和、話！」

森田美都子　国際・交流事業主任（京都パレスクラブ）
１月 ＩＢＣ

ＤＢＣ
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聖句の解説　
私たち日本のYMCAは、基本原則に以下のように記しています。
私たちは、一人ひとりの人権を守り、正義と公正を求め、喜びを共にし痛みを分かち合う社会を目指します。
私たちは、アジア・太平洋地域の人々への歴史的責任を認識しつつ、世界の人々と共に平和の実現に努めます。
今年一年が平和でありますように。

『愛には偽りがあってはならない。悪は憎み退け、善には親しみ結び、兄弟の愛をもって互にいつくしみ、
進んで互に尊敬し合いなさい。熱心で、うむことなく、霊に燃え、主に仕え、望みをいだいて喜び、患難
に耐え、常に祈りなさい。貧しい聖徒を助け、努めて旅人をもてなしなさい。あなたがたを迫害する者を
祝福しなさい。祝福して、呪ってはならない。喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣きなさい。』

ローマの信徒への手紙 12 章９章～ 15 節

　平成 29 年の年頭に当たり、謹んで新年のご挨拶を申し上げ
ます。
　今期が７月にスタートし、前期の６ケ月が光陰矢の如し過ぎ
去りました。一つ一つの事業を会長としては「最初で、最後！」
と言う通年と全く違った気持ち、皆勤賞で参加させて頂きまし
た。幸い大きなトラブル、事故もなく、胸をなでおろしています。
　前期の大きな出来事は、８月の台北国際大会で、台北アルファ
クラブと東京クラブとのトライアングルによる IBC の締結で
す。これから先あるかないかの締結式での英語でのスピーチは、
たいへん貴重な思い出に残る経験となりました。締結後の第１
回目の交流が、来年か再来年になるかわかりませんが、非常に
重要かと思われます。
　また、９月第２例会では荒川智加依さんと宮﨑順巳さんの入
会式が行われました。キャピタルに、新しい風が流れることを

期待しています。年間目標は７名、後期で５名の入会目標達成
に向けて一致団結で頑張りましょう。「数は、力だ！」です。
　もう一つ、今年は台風の影響で、十勝のジャガイモが不作と
なりました。その影響で、主力のジャガイモファンド収益は激
減となり、キャピタルクラブの特別会計に大打撃を与えること
になりました。改めてジャガイモファンドの重要性を感じる機
会にもなりました。ジャガイモファンドだけに頼るのではなく、
２本柱、３本柱となる新たなファンドを見つけていかなければ
ならないと思われます。
　最後になりましたが、本年もキャピタルクラブのメンバー皆
様にとりまして、健やかでより一層の飛躍の年になります事を
祈念し、私の新年のご挨拶とさせていただきます。
　本年もどうぞよろしくお願いします。

新年明けましておめでとうございます
会　長　　森　　　繁　樹
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ファミリークリスマス例会
交流委員　岡　本　尚　男

　18 時から愛宕の間で始まったキャンドルサービスは勝山さ
んの孫２人、八木さんの３姉妹によって始まりました。
　讃美歌「きよしこの夜」を斉唱して、ワイズソング、会長挨
拶という流れで、普段の例会とは異なる年に一度の、家族連れ
でメネット、コメット、孫連れによる優しさ溢れる温かみのあ
る異空間の雰囲気です。
　西村さんのメネット初登場で、他のメネットとの交流が既に
始っていました。12 月３日に吉井さんの３人目の男子誕生と
石倉さんの心筋梗塞からの九死に一生の生還にクラブから金一
封のお祝いとお見舞いが会長から渡され、石倉さんからは禁煙
宣言がありました。神﨑総主事からは仁科さんに日本 YMCA
同盟からの「青少年奉仕賞」が伝達され、お祝いムードが一気
に湧きあがりました。
　ファミリーと広義会員の柳さんの参加など総勢 62 名の参加
で開催されました。神﨑総主事のクリスマスメッセージ、イエ
スキリスト降誕にまつわる、知的障害のある子供の話、住む所
がないのならば自宅へ、飼い葉桶ならば一緒に入って温かくし
ようとの逸話は、人は優しくなれる、優しい気持ちが持てると
いう希望に繋がります。
　６テーブルに分かれて、田中次期会
長の乾杯の発声で、テーブルごとの談
笑が始まる。ワイン、日本酒、炭酸飲
料、ウーロン茶など多種類の飲み物が
フリードリンクとして準備され、ク
リスマス PT の人達がサーバーに当た
る。その間隙を縫うようにして会長の
サンタクロースと八木さんのトナカイ
が登場して、事前に家族から準備され
ていた子供達や大切な家族へのプレゼ
ントが手渡され、テーブルごとに雰囲
気が盛り上がった所で、テーブル対抗
クイズが始まる。
　テーブル毎に子供や孫も交えて代表
を出して得点を争うルールからテーブ
ルごとに相談して解答するルールも交
えての楽しいクイズ。「白と黒の犬は
どちらかが吠える」の答えは「黙」の文字から、「黒い犬は黙っ
ている」。「ガムを噛んで入ると罰が当たる」は「バッキンガム
宮殿」。ノーベル賞受賞場所が「平和賞」だけがノルウエイ、
他はストックホルム、0.1㍉の紙を何回折ると富士山の高さに
なるのか、示された数式が宇宙規模の計算に大切なもの、千本
通りの由来、平等院にある浄土庭園のこと、その他、子供から
大人までのアカデミックなクイズは、金原さんの京都大学理工
学部での学問的な解説、山田隆之さんの造園業の中で培われた
奥深い知識と経験を基にした解説は皆が堪能するものでした。
この日の問題と解答はは後日配布してもらいたいものです。
　最後の福引抽選会は委員が準備した品物を、最初は会長が引
いた籤にある人名の人が受け取り、その人が引いた籤の人へと

繋がり、参加者全員が楽し
みながら品物を頂き、21
時には讃美歌「諸人こぞり
て」を歌い３時間に亘るク
リスマス例会は終了。PT
の皆様のアイデアと気配
りの賜が光った楽しい一
時でした。私達夫婦にとっ
ては居心地のいい楽しい
一時と皆さんでした。関係
した皆さんに感謝。

キャピタルクラブメンバーとして
宮　﨑　順　巳

　12 月第一例会、メン
バースピーチとして岡本
様、勝山様、仁科様、三
名の大ベテランの方のお
話しを聞かせていただき
ました。
　キャピタルクラブの、
そして人生の大先輩。お
一人、お一人のお話しを
聞かせていただき、私は
キャピタルクラブはこうあるべきだ。そして、人として、メン
バーとしてこうあるべきだと教えられたような気がします。
　御三方のお話しには必ず 40 数年という言葉が入っていまし
た。言葉で 40 年と言えば、一言で済んでしまいますが、今の
ような活動を一年一年やってこられたのだと思うと、とても濃
い時間を過ごしてこられたんだなと感じました。
　私はまだ数回しか参加していませんが、委員会やクリスマス
例会の準備等、皆さん必死で取り組んでおられます。そして、
真剣に悩んでおられます。
　メンバーの方が仰っていましたが、「仕事じゃない事、やら
なくていい事に必死になるから面白い。」この意味が私にはま
だよく分かりませんが、皆さんが地道に一年一年を積み重ねて、
何十年と続けてこられた、守ってこられた、このクラブにはそ
うさせてしまう魅力があるのだと思います。
　まだまだ皆様に支えられてばかりですが、いずれはお役に立
てるよう頑張りますので、今後とも宜しくお願いいたします。

クリスマスロビーコンサート
ドライバー委員長　西　川　欽　一

　毎年恒例のクリスマスロビーコンサートが、12月12日（月）～
16日（金）京都 YMCA に於いて開催され、我々キャピタルクラ
ブは 14 日（水）の「パイプオルガンとハープの夕べ」を担当さ
せていただきました。
　開演前、例年どおり、あの重いパイプオルガンを地階のマナ
ホールからコンサート会場となる１階ロビーまで運び、口々に

「学生時代の運動部の練習直後みたいや～」などと腰をさすり
ながらひと休み。今年は、色鮮やかなイルミネーションに飾ら
れたクリスマスツリーとクリスマスリースが飾られたステンド
グラスをバックに舞台を設営し、いよいよ開演です。
　開演を待たずに所用で帰られたキャピタルクラブ森繁樹会長
に代わって、八木副会長が開演挨拶をされた後、高橋聖子様の
軽やかなリズムのパイプオルガンの演奏で始まり、田中志緒様
のパイプオルガンと伊藤瑞希様のハープの透き通るような音色
が、コンサート会場となったロビーを聖らかな空気につつんで、
私たちは、師走の
慌ただしい日常を
ひと時忘れ、クリ
スマスムードたっ
ぷりの穏やかな時
間を過ごすことが
できました。

参 加 者　 金 原、
亀 井、 香 山、
椿森、森（繁）、
八木、山口（雅）

12月第一例会 2016年12月6日（火）　19:00～21:00
ウェスティン都ホテル京都 12月第二例会 2016年12月23日（金・祝）　18:00～21:00

ウェスティン都ホテル京都
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わんぱくチャレンジクラブに参加してきました
Yサ・ユース委員長　左　近　宏　崇

　12月11日（日）、発達障害児サポートプログラム「わんぱくチャ
レンジクラブ」に参加しました。例年のリトリートセンターで
はなく、京都 YMCA の３階を会場に「わんぱく祭り」と題す
るプチ学園祭のお手伝いです。
　午前中は皆の昼食作り、今回は

「湯煎すれば完成するヤキソバ」と
「ご飯にふりかけを混ぜてカタヌキ
するだけのオニギリ」と随分楽なメ
ニューでしたが、ヤキソバが好評で
若干申し訳無い気持ちでした。
　午後から、子供たちは、森会長扮する「わんぱくカントリー」
社長の経営する「ミルクせんべい屋さん」「魚つりゲーム屋さん」

「スーパーボール掬い屋さん」「タコせんべい屋さん」の４店舗
に分かれ、それぞれの店員＆お客さん役を、キャピタルは４つ
のお店の店長役＆お客さん役に扮し、また、親御さんも入って

頂いてお祭りスタート。
　お祭りも、その後のビンゴ大会
も大盛況におわり、私自身も楽し
く参加させて頂きました。
　今回のプログラムは、「お店の
店員になる」という体験を通して、
将来の「働く」というイメージを、
また、「お金を稼ぐ」という目標

意識から、「お客様に対して……」「お店に対して……」という
他者に対しての行動を、セルフコントロールする機会をもち、

「対人関係の加減」「社会性におけるマナー」を体験・体感する。
そして〈お店を準備する⇒お店のルールを守る⇒お客さんに喜
んで貰う⇒お金が儲かる〉のシステムの中で体験し、達成感を
感じて貰おうという、良く考えられたものでした。
　社長役の森会長、店長役の亀井さん、田中升さん、菅原さん、
志田さん、香山さん、香山メネットさんお疲れ様でした、有難
うございました。

スマイルワーク

大　門　和　彦

　今から約２年前、障害者の就労支援事業を立ち上げま
した。名称は「スマイルワーク」と言います。直訳す
ると“笑顔で働きましょう！”。単純な名前ですね。私
が付けました（笑）
　事業者側から見た業務は、利用者（障害者）への就労
支援になります。利用者の方々は一般的な仕事が難し
く、働く場所が限られてきます。利用者個々に適した
仕事を提供する事が一番重要な部分になります。
　スマイルワークでは、そうした利用者様のニーズに
応えられるように、多くのバリエーションにとんだ仕
事を用意しています。
　例えば、①着物の着付け、撮影、畳む、採寸、デー
タ処理　②セントラルキッチンでの仕込み作業　③マ
ンション、ゲストハウスの清掃作業　④造園作業補助
　⑤コーヒー、野菜販売　⑥イベントへの出店（ポップ
コーン、綿菓子）　⑦内職　⑧エコボール等、多岐に亘
ります。中にはスポット的な事も請け負います。選挙
前のはがき作成や封入作業、季節の和菓子の撮影など
もあります。
　色々な仕事を経験してもらい、自信を付けて、自分
に合った仕事が何なのか？　を知ってもらっています。
来春には、料理好きの利用者がスマイルワーク第１号
として飲食業（調理場）への一般就労が内定しました。
　今後は、弊社単体での活動はもちろん、地域の方々
との連携、行政との関わりを充実させてご高齢の方へ
の支援もできないものか？　と思案中です。

参加者　亀井、香山・メネット、左近、志田、菅原、田中（升）、
森（繁）　８名
YMCA　24 名（リーダー・子供達）　子供達親御さん

キャピタルワイズメンズクラブのみなさま
　本日のわんぱくチャレンジクラブのプログラムに、ご
支援・ご協力、本当にありがとうございました。
　保護者の方もたくさん来て下さり、大がかりなプログ
ラムができましたのも、店長役・社長役・昼食作りと、様々
な役割を担って頂いた賜物だと、リーダー一同大変喜ん
でおります。
　また、お気づきの点がありましたら、ご指導くださいませ。
　朝８時～ 16 時半までと、長時間にわたり、本当にあり
がとうございました。
　皆さまにも、どうぞよろしくお伝えください。
　取り急ぎお礼まで。

わんぱくチャレンジクラブ　　　　　
ディレクター　金　山　好　美

12 月号「森常夫さん起業」訂正

〒 600-8332　京都市下京区五条通堀川東入
ヴィルヌーブ堀川五条 1 3 0 5

FAX（075）344-1022

転居のお知らせ
山田隆之さんが 11 月に新居を建てられ、下記に
引越されました。

〒612-0028　京都市伏見区深草飯
イ

食
ジキ

町
チョウ

810-1
電話番号は変わりません

コメットお誕生おめでとうございます
12 月３日に吉井さんが３人目のお子様、吉井二三（よし
いふみ）さん誕生。元気な男の子です。
三人のパパとしてこれからもがんばってください。

訃　　　報
第一例会で石村さんから、11月18日にしのぶメネット
がお亡くなりになられた報告がありました。しのぶ様
のご希望で、ご家族で葬儀をされ、お見送りされたと
の事でした。心よりご冥福を祈念申し上げます。

こんな良いこと知っています
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〈西日本区・京都部報告〉　リトセン・チャリティゴルフ大会　
３月５日／ DBC 交流　２月４日～２月５日／国際会長選挙
の件

〈YMCA報告〉　維持会費未納の方々に、会長より電話にて納
付の依頼済み

〈三役会報告〉　クリスマス例会決算報告

〈各事業委員会報告〉
・YMCAサービス・ユース事業委員会　オータムフェスタ・

わんぱくチャレンジクラブ・クリスマスロビーコンサート
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／半期報告
・地域奉仕・環境事業委員会　ファンドオークションについ

て／メンバーゲスト候補あり／今後の予定報告／東日本大
震災支援募金 12,929 円／熊本地震復興支援募金 9,697 円／
各種献金募金について／半期報告
・ドライバー事業委員会　11 月第２例会、12 月第１例会報

告／今後の予定／半期報告
・交流事業委員会　メンバーゲスト候補あり／ DBC 交流（２

月４日～２月５日）、東日本区交流会参加について／各周
年例会参加促進について／半期報告
・ファンド事業委員会　補正予算の件／前役員会以降のファ

ンド実施報告／今後のファンドの予定報告／半期報告
・広報・ブリテン事業委員会　１月号、２月号の骨子につい

て／半期報告
・EMC事業委員会　EMC 忘年会　12 月 26 日　於：プレノ

タート／メンバーゲスト候補あり／半期報告
・メネット会　メネットファンド報告／メネット例会につい

て

〈審議事項〉　吉井さん第３子ご誕生のお祝い、石倉さんお見舞
い、石村さん弔意金をクリスマス例会にてお渡し
各 10,000 円　承認
各事業委員会の半期決算と半期報告　修正を前提に承認

〈その他〉　
第７回三役会　１月21日（土）　19：00～　於：わこん
第７回役員会　１月24日（火）　19：00～

於：ウェスティン都ホテル京都
第８回三役会　２月24日（金）　19：00～　於：わこん
第８回役員会　２月28日（火）　19：00～

於：ウェスティン都ホテル京都

編集後記
　皆様、明けましておめでとうございます。森会長期が早くも
半分が過ぎました。
　荒川さん、宮﨑さんの新メンバーも加わり、新
年を迎えることが出来てとても嬉しく思います。
更なる良質なメンバー増強をめざし、残り半期を
皆でがんばりましょう。
　そして、田中升啓次期会長へバトンを繫ぎま
しょう。本年もどうぞ宜しくお願い致します。

広報・ブリテン委員長　亀井　久照該当者なし

メ　　ン　五十嵐由紀　１月11日　　安部　英彦　１月21日
　　　　　倉見　直樹　１月22日　　西川　欽一　１月23日
　　　　　仁科　保雄　１月31日
メネット　八木　未穂　１月４日
　　　　　正子・ダルマパーラン　１月６日
　　　　　金原　康代　１月９日　　左近　佳津　１月９日
コメット　山口　遼子　１月５日　　藤田　美尋　１月15日

Ｅ Ｍ Ｃ 忘 年 会
ファンド委員長　長谷川　幸　昌

　キャピタルクラブの一年を締めくくる EMC 主催の忘年会
が 26 日（月）に河原町二条のプレノタートにて催されました。
メンバーゲストとして遠藤祥

さち

代
よ

様と湯口寿
す

弥
み

様がご参加下さ
り、宴に華が添えられました。
　会長の挨拶と「キャピタルクラブ今年の五大ニュース」から
忘年会がスタート。いつもはいろいろな趣向を凝らした企画を
用意して頂いている主催の EMC 委員会ですが、今回は今年の
反省と来年への抱負の発表と、とてもシンプルなもの。しかし、
その分多くの人と話しをする時間が多く、皆様と内容の濃い話
しができ、美味しいお鍋とお酒を頂きながら来年へ向けてのエ
ネルギーチャージができました。
　今期もちょうど折り返し地点。個人的な話にもなりますが、
ファンド委員長としては、思い通りに進まず出遅れた感じでは
あります。2017 年はなんとか「トリ」戻せるよう、引き続き
皆さまのご協力を頂きながら頑張っていきます！

参加者　安部、荒川、五十嵐、石倉、石村、金原、亀井、香山、
倉見、菅原、田中（升）、椿森、西川、西村、長谷川、幡南、
宮﨑、森（繁）、森（常）、八木、柳、山田（隆）、山田（英）

計 23 名

リトリートセンター進入道路及び橋の工事実施について
実施期間　2016 年 12 月～ 2017 年２月（予定）
工事個所　①リトリートセンター進入道路付近の橋の付替え工事
　　　　　②リトリートセンター入口進入道路の改良工事

工事期間中も徒歩でセンターに入ることができます。リト
リートセンターをご利用の場合は、一度事務局までお問い
合わせください。

私とわたしの災害支援
日　　時　2017 年１月 14 日（土）　午後２時～４時
場　　所　京都 YMCA204 号室
報 告 者　大野　勉氏（神戸ポートクラブ・次期西日本区理事）
　　　　　阿部一雄氏（名古屋グランパスクラブ）
参 加 費　300 円（当日、受付にてお支払いください。）

お問合せ・お申込み　京都 YMCA
TEL（075）231－4388　FAX（075）251－0970

2016年12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６回　役員会議事録

HAPPY BIRTHDAY

HAPPY ANNIVERSARY
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