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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 "

〔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）

１
在籍者数　　37名
広義会員　　　2名
第一例会　　26名
第二例会　　31名
メイクアップ　　8名
出 席 率　　91.9%

切　　手　　1,577g
切手累計　　5,155g
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　66,000円
第二例会　18,000円
累　　計　202,267円

年越しにしんそば販売
26,550円

クリスマス例会ドリンク販売
56,256円

EMC忘年会ドリンク販売
21,093円

合同委員会　17,000円
累　　計　709,097円

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

第一例会　　　0円
第二例会　　3,355円
累　　計　91,900円

東日本大震災復興募金
第一例会　　　0円
第二例会　　3,001円
累　　計　30,638円

多くの方々がそれぞれの献金に参加する事ができるよう、それぞれの献金の意義を確かめ合い、そし
てその心遣いと思いが、社会を変える一歩に繋がります。献金にご協力ください。先人が歩んだ道を
私たちワイズメンが次世代へ STEP for ALL　　福島貴志　地域奉仕・環境事業主任（熊本スピリットクラブ）

２月 TOF・CS・FF
STEP for All
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聖句の解説　一人ひとりが等しく愛され平和な社会を創り出すために「人を繋ぐこと」、つまり言葉や肌の色、宗教、
文化、習慣、価値観、年齢や性別、職業や身分、富や力（武力）の差や異なりを越えて、お互いを認め合えるよう
に人を繋ぎ、思いを次代の人々に繋ぐことが必要とされています。そしてすべての人が一つとなりますように。

　森会長から突然の電話で、地域奉仕・
環境事業委員長をお受けすることになり、驚きと戸惑いのなか、
はや８ヶ月が過ぎました。キャピタルメンバーやそのご家族に
多大なご協力をいただき、これまで何とか無事にCS事業をやっ
てこられたことに、感謝申し上げます。
　今年度最初の CS 事業「祇園祭を美しくする会」への参加協
力では、自分自身、参加したことがなかったこともあり、少し
不安な気持ちを抱えての事業でしたが、参加いただいたメン
バーが、楽しみながらゴミ拾いをされている様子を見て、ホッ
と胸をなでおろしました。
　「歴代地域奉仕・環境事業委員長座談会」では、新米委員長
として最初の段階で CS 事業について、歴代委員長と色々な意
見交換が出来たことで、各事業の全体像や流れ、色々な想いを
知ることができ、少し不安が小さくなったように思います。
　９月下旬から 10 月上旬にかけては、「2016 年鴨川チャリ
ティートーチウォーク」、「AIDS 文化フォーラム in 京都」、「ふ

れあい広場」、「ベテスダまつり」と、４週連続の事業。
　特に「ふれあい広場」「ベテスダまつり」では、参加者も事
前の段取りもたくさんあり、翻弄されていましたが、自分の不
安をよそに、参加してくださったメンバーやメネットさんが、
自分よりもそれぞれの動きや段取りをよく分かっておられるの
で、安心して事業ができました。
　あとは「TOF 例会」と「メタセコイヤフェスティバル」です。
例年たくさんの参加者で賑わう「メタセコイヤフェスティバル」
は、キャピタルクラブ主催の最も大きな事業ですし、自分もク
ラブに入って最大の不安と緊張感ですが、皆さんの協力を得て、
良かったと言ってもらえるような事業にしていきたいと思いま
すので、楽しんで最後までお付合いいただきますよう、宜しく
お願いいたします。
　キャピタルクラブで皆さんと色々な時間を過ごす事で、自分
自身、得るものも大きいですし、自分も良い影響を与えられる
ように、頑張っていきたいと思います。

すべての人を一つにしてください。
ヨハネによる福音書 17 章 21 節

不安と緊張の地域奉仕・環境事業委員長
地域奉仕・環境委員長　　椿　森　昌　史
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半期総会を終えて
交流委員　田　中　升　啓

　森繁樹会長期の半期総会が行われました。昨年の７月から就
任された森繁樹会長期も、あれから半年が過ぎたのだと改め
て実感いたしました。この半年間は予期できない事もたくさん
あったと思いますが、会長はじめ三役の皆さんと各事業委員長
により的確な事業運営がなされ、各事業委員会の半期報告も無
事に承認されました。
　IBC 締結やジャガイモ
の不作等、半年だけでも
やはりいつもとは違う
事が起こるものです。こ
れからの下半期について
もほっとするのも束の間
で、例年のようにたくさ
んの事業が行われる事か
と思います。
　今回の半期総会に参加
して、個人的には次期の
会長という大役を授かっているという立場もあり、その準備に
本格的に取り掛かる必要を実感し、今まで以上にその責任を感
じた例会でもありました。
　下半期においても森繁樹会長や役員の皆さんの言動を勉強さ
せてもらい、私自身も最大限協力させていただいて、次期に繋
げていければと考えていますのでよろしくお願いします！

新 年 例 会 報 告
Yサ・ユース委員　勝　山　廣一郎

　あけましておめでとうございます！
　森繁樹会長より新年のご挨拶、今年は
酉年の由来、特徴であります十二支の中
で 10 番目にあたり、酒を表す器を意味
して成長、熟成を表し、人の性格にも引
き継がれている。
　ニコニコのお題 ｢今年の漢字を一字で
表すと？｣
　 ま ず 会 長 よ り、
クラブメンバー増
強をこめて増の一
字、そして各メン
バーが色紙に書き
思い思いを発表さ
れました。昨年め
でたくご結婚され
た 西 村 さ ん は 婚、
同じく長男が結婚された山田（隆）さんは縁、今年長男が結婚
予定の石倉さんは結とおめでたが続き、お名前は省略しますが

継、守、元、気、健、
挑、極、他にも、
愛、学、望、楽、輪、
生、豪、抜、発、磨、
一、容、柔、絆、
食、とメモと記
憶に残った方の
他にも参加者全
員が何事にも積
極的で希望に満
ち溢れたひとこ
と一言でした（全
部書けずごめん
なさい）。
　会長より締め
のごあいさつの
一言は、登でお
開きとなりまし
た。

メネット　内廣、岡本、香山、仁科、山口特別メネット

１月第一例会 2017年１月７日（土）　18:30～21:00
京都東山　THE  SODOH  HIGASHIYAMA  KYOTO １月第二例会 2017年１月17日（火）　19:00～21:00

ウェスティン都ホテル京都

誕生日祝いの記念品を会長から贈呈
左から仁科さん、五十嵐さん、森会長、倉見さん、西川さん

半　期　総　会

参加メンバーの今年の漢字一字

森　会　長

勝 山 さ ん 神 﨑 さ ん 会　長　挨　拶
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　宇治市の「特定非営利活動法人　就労ネットうじ『みっくす
はあつ』」（理事長：西山　治（おさむ）さん）は 2009 年から、
糸が切れて傷んだ硬式野球ボールを修繕し再生させる「エコ
ボール」の活動を行っている。スタートから７年、これまでに
再生したボールは累計 1 万 5000 個を超えた。さらにこの活動
は全国の就労支援施設にも広がり、１年間で２万個近い「エコ
ボール」が生まれている。
　糸が切れたボールは、通常はテープを巻いてトスバッティン
グなどに使った後に破棄されてしまう。これを一つひとつ、縫
い直して修繕したのが「エコボール」である。普通のボールと

同程度に使え、寿命も３～４倍延
びるので、節約にもつながる。
　きっかけを作ったのは、地元・
東宇治高校出身の元プロ野球投手

（横浜、阪神）・大門和彦さん。2009
年の母校訪問時、大門さんは使わ
れなくなった多数の糸の切れた
ボールを目にする。高校時代、破
れたボールを自ら縫っていた大門
さんは、「まだ使えるのにもったい
ない」と感じ、交流のあった「みっ
くすはあつ」の管理者・小畑　治（お
ばた　おさむ）さんに「修繕が施

リーダーと長女を応援
亀　井　久　照

　私の長女の事を紹介させていただきます。
　現在、佛教大学に通う長女は児童教科研究部とういう課
外活動をしています。市内の小学校や公民館、お寺などに
子供を連れだして遊び相手をしたり、演劇をしたりしてい
るそうです。秋には九州のお寺まで出かけて活動していた
ようです。平日には小道具を作ったり、リハーサルや打合
せと結構忙しくしています。活動を通じて健全な子供を育
てる助けをしているようです。
　彼女が大学入学当時、私は YMCAのボランティアリー

ダーになってほしかったのですが、全く聞き入れてもらえ
ませんでしたが、家内から大学での課外活動の内容を聞い
て少し嬉しくなりました。少なからず、私たちワイズメン
活動に影響されたのではないかと勝手に思っています。
　キリスト教と仏教との違いはあれど、目的は同じです。
いつか、YMCAリーダーと児童教科研究会での意見交換
や、共同でのイベントをする日が来ないかなぁと思ってい
ます。自宅にさりげなく、リーダーのパンフレットを置い
たり、私たちがリーダーのイベントをお手伝いした話をし
ますが、長女は聞いているのか疑問ですが……。
　しかし、これからもリーダーと長女を共に応援していき
たいと思います。

設の仕事にならないか」と提案。これに施設側が応えたことで
実現した。最初は大門さんの母校から預かった20球。このとき、
施設のスタッフ全員で考えたネーミングが「エコボール」。
　「みっくすはあつ」では、障害のある 10 ～ 60 代の男女 10 名
が作業に携わる。ほつれた糸を切る、新しい糸で縫い直す、ボー
ルを磨くなどの工程を分担する。１日平均 20 ～ 30 個を再生し
ている。依頼者は１個あたり 50 円を支払う仕組みだ。
　この活動は、障害者の就労支援の面でも大きく役立つ。「みっ
くすはあつ」の働きかけや口コミなどで、他の就労支援施設に
広がり、2017 年１月現在、17 都道府県 21 カ所の施設で行われ、
高校 120 校、大学 18 校、独立プロリーグ１チーム、リトルシ
ニアチームなど 40 チームの計 179 団体が利用（依頼）する全国
レベルの活動に発展した。
　教育面の効果も大きい。野球部員たちは「バットやグラブな
どの道具を大切にして丁寧に手入れするようになった」など、
ものの大切さを学ぶ。ま
た、納品の際、野球部員
が自発的に障害者と「エ
コボール」でキャッチ
ボールをする高校もあ
り、野球部員と障害者の
自然なかたちでの交流が
生まれている。

こんないい人知っています

ちょこっと有名人
　大門さんが生みの親である「エコボール」活動が全国に広がり、ものを大切
にする心を育みながら、障害者と地域の人々を結びつけるという受賞理由で社
会貢献した団体、個人に贈られる「CITIZEN OF THE YEAR 2016」賞を受賞
され、大門さんも共に授賞式に出席されました。　（下記シチズン時計サイトより引用）

硬式野球ボールを修繕・再生する活動で障害者の就労支援にも貢献

特定非営利活動法人　就労ネットうじ　みっくすはあつ

「CITIZEN OF THE YEAR 2016」受賞
「エコボール」の活動を全国に広げ、７年間で累計１万 5,000 個の野球ボールを再生
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〈西日本区・京都部報告〉　アジアパシフィック地域大会　７月
21日～７月23日／ DBC 交流　２月４日～２月５日／大阪な
かのしまクラブ 20 周年／国際選挙の件／京都部チャリティ
ボウリング大会／ PR 委員会よりのぼり進呈／洛中クラブた
んかんファンド

〈YMCA報告〉　
維持会費未納の方々の報告
西洋美術入門講座　２月17日　日本画家　坂井　昇氏（京都
洛中ワイズメンズクラブ）

〈三役会報告〉　次々期会長決定

〈各事業委員会報告〉
・YMCAサービス・ユース事業委員会　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／各種献金募

金について
・ドライバー事業委員会　12 月第２例会、１月第１例会、

１月第２例会報告／今後の予定
・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）の予定報告／今後の STEP の活動につ
いて／各周年例会参加促進について
・ファンド事業委員会　前月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／ファンド例会企画検討中
・広報・ブリテン事業委員会　２月号、３月号の骨子について
・EMC事業委員会　メンバー増強について／ EMCBBQ 開

催日に関して／ EMC アワー内容
・メネット会　メネット例会内容について

〈審議事項〉　
次々期会長吉井崇人さん　承認
次期三役メンバー発表　　承認
藤田浩史さん退会の件　　承認

〈その他〉　
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
第９回三役会　３月16日（木）　19：00～　於：わこん
第９回役員会　３月21日（火）　19：00～

於：ウェスティン都ホテル京都

編集後記
　１月７日には盛大に新年例会が行われ、いよいよ残り半期が
スタートしました。
　今期は新メンバーを２名迎える事が出来まし
たが、残念ながら２名が退会され、今のところ、
メンバーの増強にはつながっていないのかもし
れません。しかしながら、良質なメンバーを迎
える事が出来、中身は良くなったのではないか
と思います。
　EMC 委員会が掲げる、「今期７名増強」を全
メンバーで意識して頑張りましょう。

広報・ブリテン委員長　亀井久照

ネパールチャリティーバザー
　日　　時　２月５日（日）　午前11時～午後３時

創立記念会員集会
　日　　時　２月10日（金）　午後７時～９時
　テ ー マ　互いを認め合い、高め合う
　　　　　　「ポジティブネット」のある豊かな社会
　場　　所　京都 YMCA マナホール

第 14回発達障がい児理解セミナー
「将来、働くために、今から獲得したい
ソーシャルスキルとは」

　日　　時　２月18日（土）　受付：午前９時～
　　　　　　講演：午前９時30分～11時45分
　場　　所　こどもみらい館　第１研修室
　　　　　　（地下鉄「丸太町」から徒歩３分）
　定　　員　80 名
　参 加 費　1,500 円（当日、受付にてお支払いください。）

平和のための開発教育セミナー
　日　　時　２月25日（土）　午前10時～午後４時30分
　　　　　　※部分参加可能
　場　　所　京都 YMCA204 号室
　定　　員　25 名　※小中学生のご参加はご相談ください。
　参 加 費　無料

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

メ　　ン　柳　　慎司　２月７日　　吉井　崇人　２月11日
　　　　　左近　宏崇　２月20日　　森　　繁樹　２月20日
　　　　　石倉　　尚　２月24日
メネット　仁科　節子　２月２日　　椿森　　光

ひかり

　２月11日
　　　　　神﨑　陽子　２月19日　　瀬本　吉美　２月28日
コメット　山田麟太郎　２月２日　　長谷川呼春　２月14日
　　　　　金原　拓未　２月21日　　山口　愛乃　２月27日

勝山廣一郎・憲　子　ご夫妻　２月４日
山田　隆之・まゆみ　ご夫妻　２月18日
椿森　昌史・　光

ひかり

　　ご夫妻　２月28日

第27回アジアパシフィック地域大会
７月21日～23日　タイ王国・チェンマイで開催

６日間・８日間ツアーも用意しています。
　６日間（チェンマイ・アユタヤとバンコク巡り）
　８日間（チェンマイ・アユタヤ、スコータイ、バンコク巡り）

　２月10日までの登録　　　　　　　US＄300（34,000円）
　２月11日～３月31日までの登録　　US＄320（36,000円）
　４月１日～６月30日までの登録　　US＄360（40,000円）
　７月１日～７月23日までの登録　　US＄400（45,000円）

2017年１月24日（火）19:00～21:00
ウェスティン都ホテル京都　平安の間

第７回　役員会議事録

HAPPY BIRTHDAY

HAPPY ANNIVERSARY

YMCA　NEWS


