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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）

２
在籍者数　　36名
広義会員　　　2名
第一例会　　29名
第二例会　　29名
メイクアップ　　6名
出 席 率　　97.2%

切　　手　　1,258g
切手累計　　6,413g
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　　7,000円
第二例会　16,000円
累　　計　225,267円

お祝い花販売　　　500円
パン販売　　1,000円
合同委員会　　8,800円
累　　計　719,397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　　3,021円
累　　計　94,921円

東日本大震災復興募金
第一例会　　　0円
第二例会　　1,878円
累　　計　32,516円

JWF は皆様の厚意によって支えられています。個人やクラブの記念に合わせて
献金をお願いします！　　　　　　　　森本榮三　JWF管理委員長（大阪高槻クラブ）３月 ＪＷＦ
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聖句の解説　戦争がなくならなければ平和ではありませんが、今の日本は果たして平和なのだろうか。直接的な戦
争状態ではない私たちの日常ですが、むしろ、誰もがどこかで「平和が脅かされている」と感じているのではない
でしょうか。身近にある小さな交わり、いのちを大切にし、喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣く交わりを目指し
ていくことから希望が生まれ、平和が生まれるのではないでしょうか。

　キャピタルクラブの存在を知ったのは、
クラブに入会する一年ちょっと前の 2009 年の秋。スポンサー
の山田英樹さんからじゃがいも一箱をもらったときでした。そ
うです。このじゃがいもこそがワイズポテトで、当時は「箱に
何か書いてあるな」くらいの認識でした。
　2010 年もワイズポテトを頂きましたが箱を開けてみると去年
の半分の量。大柄な英さんが不作だったと説明していたときは
妙に小さく見えて、大変な活動なんだなぁと全く他人事でした。
　そして今期、まさか自分がそのワイズポテトを配る側のファ
ンド委員長になるとは思いもしませんでした。さらに、じゃが
いもが不作の年に拝命するとは。
　台風被害によりじゃがいもの収穫が激減。期首での課題はど
うやって需要を掘り起こすかと考えていたのですが、話は一転
してどうやって供給量を確保するのか。足りない分をどう配分
するか。ここにかなりのリソースを費やしてしまいました。さ

らに、予算に対しての減収分をどのようにして補うかが大きな
問題となりました。
　そのような困難な局面の中、多くの人から助言や励ましの声
を頂きましたし、より積極的にファンド事業にご協力いただき
ました。他の事業委員会のことであっても自分のことのように
考え、様々な形でお力添えくださるキャピタルクラブの一体感
や暖かさを感じることができました。この場を借りて心より感
謝申し上げます。
　今期、改めて露呈したファンド事業が抱える大きな課題。具
体的には「じゃがいもの荷下し場所の問題」と「じゃがいも以
外のファンドの柱」。どちらも単年度で答えを出すのは難しい
と思います。今期で得られたものをしっかりと次期に引継ぎ、
また残された時間の中で熟議を尽くして、その歩みをなるべく
前へ進めたいと思います。引き続き皆様のご協力、何卒宜しく
お願い致します。

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。

ローマの使途への手紙 12 章９～ 10 節

危機の時に見えたキャピタルの力
ファンド委員長　　長谷川　幸　昌
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豪華ゲストを迎えて
広報ブリテン委員長　亀　井　久　照

　メネット音楽例会には、岩本西日本区理事、大野西日本区次
期理事とメネットで神戸ポートクラブの大野智恵会長、西日本
区森田美都子国際・交流主任、そして、廣井京都部部長の錚々
たるゲストをお迎えして開催されました。
　例会での大野次期理事のギター演奏はオリジナル曲で、力強
いギターの音色と心温まる歌詞で胸が熱くなりました。
　例会が終わり、ウェスティン都ホテルのバー「ムーンライト」

で二次会が行われました。遠方
よりお越しいただいた岩本西日
本区理事と大野西日本区次期理
事からメッセージを頂戴しまし
た。キャピタルクラブの例会に、
理事と次期理事にお越しいただ
いた事は、クラブにとって、と
ても光栄な事だと思いました。
また、「キャピタルって結構大
きな存在なのかなー」と感じま
した。
　キャピタルの 2 名の元理事と
合わせて 4 人の存在はムーンラ

Ｔ Ｏ Ｆ 例 会
地域奉仕・環境委員　瀬　本　純　夫

　２月第１例会も挨拶が板についてきた森会長の点鐘から始ま
りました。今回は地域奉仕・環境事業委員会の受け持ちでの

『TOF 例会』です。
　冒頭に臨時総会が開かれ、次々
期会長に吉井崇人さんが全会一
致で承認され、引き続き次期三
役の発表があり、こちらも全会
一致で承認されました。
　本日の講演に移る前、椿森委
員長による各種献金の説明があ
り、それぞれの目的、使途につ
いて確認することが出来ました。
　そして『環境を考える』とい
う題目で、山田隆之さんご紹介
の、神戸国際大学教授、白砂伸夫
様にご講演をいただきました。
　新しい環境の考え方として、話は進んでいきました。AI が
導き出した地球に一番いい環境とは、地球に最も悪い影響を及
ぼす人類の排除という答えが導き出されたといいます。二酸化
炭素の排出を減らすしか、地球温暖化は止められない。増えす
ぎた人類による地球虐待の傷は自然治癒力を上回ってしまって
いるとのこと。何か恐ろしい話ばかりが印象に残ってしまった
のですが、それでも今なら変えることができる。自分たちでも
出来ることを考えていきたいと思いました。

ありがとうございました !!
メネット　菅　原　由利子

　2017 年２月 21 日、メネット例会が『葵殿』にて開かれました。
　森会長のご挨拶の後、熊本からお越しくださった岩本西日本
区理事が、活動報告と会員増強への思い、６月の西日本区大会
のアピールをお話しくださいました。
　そして、大山様の食前感謝のお言葉によりなごやかに楽しく、
美味しいお食事がはじまりました。
　メネットプログラムは、西日本区次期理事でいらっしゃる大
野様の音楽講演？（ギター弾き語り講演）で始まりました。メ
ネットと共に歩まれてこられた半生、阪神淡路大震災の時の『あ
りがとう』の思い、笑顔になる歌等、歌詞にこめられた思いに、
心が明るくなりました。
　なごやかな雰囲気の中でのピアノとフルートの演奏。森会長
のご依頼により、例会で皆さんに演奏を聴いて頂きました事、
本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
　主人の家業を手伝うようになって封印していたピアノです
が、この機会を頂き、こんなに音楽が好きだったのかと気づき、
自分でも驚い
ています。幸
せです。本当
にありがとう
ございました。
フルート奏者
の姪も喜んで
帰 り ま し た。
お世話してく
ださった全て
の方に重ねて
心より御礼申
し上げます。

イトでもひときわ輝いていました。熊本で開催される西日本区
大会へは、是非とも参加しましょう。

岩本理事からのメッセージ
　勉さんのギター演奏、菅原メネットのピアノ、そして細野さ
んのフルート。素晴らしい音楽例会でした。最高です。

大野次期理事からのメッセージ
　メネットご招待という素晴らしい例会にお呼びいただき、感
謝いたします。歌とマラソンを通して「元気です　神戸から」
を発信していきます。今後とも、宜しくお付き合いくださいませ。

２月第一例会 2017年2月７日（火）　18:30～21:00
ウェスティン都ホテル京都

２月第二例会 2017年2月21日（火）　19:00～21:00
ウェスティン都ホテル京都

白砂伸夫様と

山田まゆみメネット会長開会挨拶

岩本理事（右）と
大野次期理事（上）

菅原メネットとフルート奏者の姪の細野さん
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第 14 回京都部チャリティーボウリング大会
交流委員　仁　科　保　雄

　２月 26 日廣井京都部部長の開会宣言のもとに 200 名を超え
る参加者を得て、しょうざんボウルで大会が開催されました。
第１回から 14 年間毎年欠かさず続けてこられた京都部各クラ
ブの皆様に感謝したいと思います。
　キャピタルから私が部長を拝命した時から、それまで CS 事
業として続いてきたソフトボールが、毎年雨天に悩まされ続け、
何か代わるものをと暗中模索の中たどりついたのが、雨天でも
心配なく続けられる事業として、始めたのがボウリング大会で
した。
　当初、ボウリング世代の多い中 240 名余りの参加を得て始ま
り、今も変わらず多くの参加者で賑わっています。
　キャピタルクラブからも例年多くの参加者があり、親子で楽
しまれる人、夫婦でまた一人で参加の人と様々でありましたが、
全員の方々が楽しんでおられました。成績は今一つであったと
話されていましたが、それは別としてこれだけ楽しめれば応援
しかできない私とメネットでしたが、メンバーの皆様にはこれ
からもずっと参加していただきたいと思います。
　京都部会長戦ではわがキャピタルの森会長は３位という好成
績でした。

参加者　五十嵐、石倉・博子メネット・京コメット、亀井、
菅原、瀬本、田中（升）、椿森、西川、仁科・節子メネット、
幡南・玲奈コメット、宮﨑、森会長、山田（隆）　16 名

　皆さんお疲れさまでした。

ネパール協力フェスティバル
ファンド委員　五十嵐　由　紀

　去る２月５日“ネパール協力フェスティバル”に参加してき
ました。今回も正子・ダルマパーラン特別メネットと共に「ケ
ララのカレー」を販売。小雨が降り来館者が若干少なく感じら
れましたが、例年通り早々に完売する事ができました。お客様
の中には「去年食べたこのカレーの美味しさが忘れられず、今
日はこのカレーを食べるために来ました！」と言ってくださる
方もおられ、とても嬉しかったです。もちろん私が作った訳で
はありませんが（笑）。
　このイベントは、ネパールに１つし
かない YMCA の“児童養護施設”の支
援を目的に開催されているのですが、ス
テージではその施設についての紹介もあ
り、ネパールの現状など興味深いお話を
聞くことができました。
　実は今までは一度も会場内を見て回っ
た事がなかったのですが、今回はブリテ
ンの原稿依頼を受けた事もあり、取材と称してカレー完売後に
正子・ダルマパーランさんとフェスティバルを楽しみました。
　朝一から行列ができていたバザー会場に入ると、買い物魂に
火がついた優しい正子さんが“お店のスタッフの方へのお土産
に！”と沢山の品物を手にされ、チャリティーにも大いに貢献
されていました。私は別のブースで妹用にネパール産の帽子（売
上はネパールに寄付されるそうです）を購入、プレゼントしま
した。
　途中、イベント巡回中の神﨑総主事にネパールの民族衣装で
ある“サリー”の試着を薦められましたが「破れたらダメなの
で」とやんわりお断りさせていただきました（笑）。
　そして諸先輩方に搬出をお任せして、一番興味のあった「ネ
イルアート」のコーナーへ。専門学生の方がキラキラ光る指先
に仕上げてくれて大満足、１週間ほど楽しめました。
　閉会してからは大好きな先輩方と後会へ。心地よい疲れを感
じながら濃厚なキャピタル談義をして、素敵な１日を過ごすこ
とができました。

参加者　五十嵐、神﨑、左近、瀬本、田中（雅）、幡南、
正子・ダルマパーラン

大阪なかのしまクラブ 20 周年記念例会に参加して
交流委員　田　中　升　啓

　２月 11 日にホテルグランビア大阪で開催された大阪なかの
しまクラブの 20 周年記念例会に参加してきました。なかのし
まクラブは女性メンバーばかりのクラブで、同じく女性ばかり
の東京たんぽぽクラブと DBC を締結されており、今回の記念
例会にも参加されていました。総勢、160 名ほどが集まり、杉

浦会長の点鐘でに
ぎやかに始まりま
した。
　なんと中西部会
よりもたくさんの
参加者が集まって
いるとのことで、
なかのしまクラブ
のみなさんの交流
の広さを感じまし
た。
　ゲストは発達障害・自閉症を持つ中村徹さん（34 歳）と指
揮者で父親の中村健さんとのピアノの連弾や徹さんの自作作品
が披露されました。このような演奏は初めて聴き新鮮な驚きで
した。
　なかのしまクラブのメンバーの皆さんのお人柄なのか、終始参
加者の皆さんがにこやかに過ごされている良い周年例会でした。

　参加者　岡本・都メネット、田中（升）、森会長
ケララのカレー
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石　倉　　　尚
　ビール・お酒・おつまみを準備、14 名でゆったりとバスで京都を出
発！　八木さん持参の日本酒をいただきながら、時間は加速。途中、
きれいな富士山を左に見ながら 12 年ぶりの東山荘に到着。1997 年に
DBC で初めて訪れ、今回で３回目。本館が新築されたとは言え、全く
記憶にない景色……いやいや確かに来ているはずだ。
　おいしいカレーのあとは開会式です。あっ、あっ、と、東京クラブ
のメンバーを見つけては挨拶を交わす。久しぶりにお会い出来とても
楽しい時間を持てた。
　２日目のお昼に DBC。おいしいビールで乾杯！　食事もとってもお
いしく楽しい交流の場が持てたことに東京クラブに感謝。帰りのバス
では、バザーで買ったワインで乾杯！　静岡を出たらあっという間に
到着でした。同じ時を共有することが、交流の近道です。皆さんと時
を共有できたことに感謝です。ありがとうございました。

岡　本　尚　男
　本館が新しくなって、久しぶりの東山荘でした。今回は初めて参加
される方が多かったので、本館の建築寄付の依頼ばかりが配布されて
いるクラブの皆さんには、遠い存在でしかなかったので、よい体験に
なった事と思います。これを機会に今後の活用を考えられる事を念願
しています。
　限られた時間の中でのプログラムでは全部を経験出来ませんでした
が、ご準備された委員の皆様のご苦労は筆舌に尽くしがたいものであっ
た事と推測します。ご苦労さまでした。
　キャピタルクラブの参加者には、新しい出会いと経験が今後の人生
に役立つものであって欲しいと念願
しています。ワイズメンズクラブに
入会しなかったら、この様な場所で
美しい富士山に向き合う事もなかっ
た事だし、東日本区の方々との名刺
交換もなかったでしょう。また、往
復のチャーターバスの中でのメン
バー同士の交流は普段では味わえな
い相互理解が進み親睦が深まったこ
とでしょう。東京クラブとの高原ビー
ルでの交流も楽しかったですね。

岡　本　　　都
　１日目のプログラムの「メネット交流会」に参加しました。東日本
区と西日本区ではメネットの関わりが異なります。日本区が東西に分
割された時、東は希望者がメネットの立場を選択し、メンに移籍する
方も容認され、西はメネットの立場を維持する事を決定しましたが、
基本的には「メネット活動」は従来通り夫々が大切にしてきたものを
維持していく事を確認しました。しかし、クラブによってのメネット
活動が活発なクラブとそうでないクラブがあり、メネット主査にメン
が就任されることにも違和感を覚えています。
　国際レベルでも問題山積のようです。久し振りの東西メネットとの
交流会は話し合いの時間が足りませんでしたが、和やかの内に終わり
ました。

金　原　弘　和
　12 年ぶりに行われた東山荘での交流会、大きな期待を持って参加し
たのですが、期待を裏切られることなく、本当に充実した２日間でした。
まずは会場となった東山荘。本当に広大な敷地の中全てが綺麗に整備
されており、本当に気持ちよく過ごすことができました。是非プライ
ベートでも改めて来てみたいと思いました。
　交流会のプログラムは短い時間の中で、よくぞここまで充実した内
容が組み込めたものだと感心するプログラムで、講演会など本当に勉
強になりました。今回は東京クラブさんとのDBC交流会も兼ねており、
２日目にご企画いただいた御殿場高原ビールでの会食も大変美味しく、
楽しい時間を過ごすことができました。京都駅から乗った行きのバス
の道中から、帰りのバスが京都駅に到着するまで、終始笑いっぱなし
の楽しいイベントとなりました。企画いただいた全ての皆様に感謝で
す。

亀　井　久　照
　私は西日本区京都部のキャピタルクラブに在籍していますが、私に
とって東日本区は別の組織であるというイメージをもっていました。
理事通信などで東日本区の活動を目にしても、何かよその方の事のよ
うに、「あーそうか」とあまり関心がありませんでした。
　今回交流会に参加して、東も西も心一つにワイズメンとしてのモッ
トーを守って行かなければいけないと感じました。これからはもっと
頻繁に交流会のようなイベ
ントを開催しても良いので
はないかと思いました。ま
た、田中実行委員長はじめ
多くの方のご尽力により、
とても意義のある交流会で
した。そして、全国の仲間
が高齢化しているようなの
で、もっと若い世代を仲間
に迎える活動も不可欠だと
思いました。
　東山荘へは初めて訪れま
したが、富士山の麓、心洗

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！

日 時　2017 年２月４日～５日　　　会 場　国際青少年センター　東 山 荘
２月４日（土）

７時　京都駅八条口よりチャーターバス
で出発

開会式、講演
１．開会点鐘
２．ワイズソング
３．聖句・祈祷
４．開会のことば
５．来賓挨拶
６．理事挨拶
７．講演「YMCA のブランディングとワイズ」
　　日本 YMCA 同盟理事　中道基夫
８．歓迎のことば（東山荘の歴史）
　　東山荘所長　堀口廣司
９．オリエンテーション
　　東山荘副所長　光永尚生

10．交流プログラムのご案内
11．記念撮影
12．ラーメンタイム

交流プログラム
LT/LD、IBC/DBC、エクステンション、
音楽、ダンス、ウォーキング、ヤング、
雪合戦、メネット

夕食懇親会

２月５日（日）
早朝ウォーク・ジョギング
朝食
日曜礼拝
１．講演「ワイズと YMCA、今後への期待」
　　前アジア太平洋 YMCA 同盟総主事
　　　　　　　　　　　　　　山田公平

２．被災地レポート
　　東日本大震災　石巻広域クラブ　清水弘一
　　熊 本 地 震　熊本にしクラブ　亀浦正行
３．DBC/IBC 締結式
　　千葉－大阪高槻　大阪泉北－台北 A-List
４．東西日本区大会アピール
５．閉会のことば
６．YMCA の歌
７．閉会点鐘

20 時 20 分　京都駅八条口到着

理事通信３月号・西日本区報　第２号　通巻 61号
（2017.2 発行）36 ～ 39 頁も参照して下さい

う
す
ぐ
ら
き
　
朝
か
ら
待
ち
て
　
赤
富
士
の

　
湖
面
に
う
つ
る
を
　
息
の
み
て
見
る

岡
本
尚
男 DBC交流会

歴代理事紹介で森田惠三さん
（左・京都ウエスト）と岡本さん
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富士山の素晴らしい風景をバックに広
大な敷地の中に佇むようにそれはあり
ました。ベテランメンバーさんからよ
くお話は聞いていましたが、噂に違わ
ない YMCA の伝統を感じる素晴らしい
施設でした。
　東西日本区交流会は 12 年ぶりの開催
ということで、企画を一から考えるの
は大変なご苦労があったと思います。
興味深い講演のあと、東西交流の懇親
会が開催されました。
　このような交流の場でいつも感じることですが、岡本さんご夫妻や
山口弘子さんは、たくさんのワイズの友人がいらっしゃって、本当の
意味でのワイズライフを楽しんでおられると思います。キャピタルラ
イフで十分満足している私にとっては、いろいろと刺激を受けた交流
会でした。
　キャピタルクラブからは 14 名が参加し、メンバーの親睦にもつな
がったと思います。
　２日目には東京クラブとの DBC 交流会が御殿場高原ビールで開催
され、いろいろなビールに舌鼓を打ちました。ビール党の私にとって
は最高の２日間となりました。

山　口　弘　子
　予報では御殿場は雪との事であったが、メン、メネット 14 名観光バ
スで、ゆったり一路東山荘めざして出発して、とても晴天に恵まれ静
岡あたりから頂上に雪をかぶった富士山が、バスの前、横とはっきり
見えて感激しました。
　第２回の交流会は実に 12 年ぶりとの事で、東西、台湾区合わせて
370 名の方が参加。久しぶりにお会いする田中博之実行委員長、東京
クラブの方、十勝クラブの方々など懐かしいお顔が揃いました。第１
回の時もたしかバスでにぎやかに行った記憶があります。
　東山荘の付近も当時より様変わりしていて、新しい建物の講堂で開
会式、講演があり、交流プログラムでは【音楽】に参加して、なつか
しいフォークソング、賛美歌、キャンプソングなど合唱しました。２
日目の閉会式後東京クラブのお世話で、御殿場高原ビールで、東京ク
ラブとの DBC 交流が催されました。手厚いおもてなしで一同おおい
に飲み、食べて語りあいました。キャピタル 35 周年にはぜひ皆様でお
越しくださいと約束してお別れしました。とても楽しい東山荘での交
流会と往復のバスツアーでした。

山　口　雅　也
　東山荘を一度見て、体験しようと思って参加しました。そして、キャ
ピタル仲間と行く一泊旅行を楽しもうというのが参加した単純な動機
です。しかし、この二つの目的は十分すぎるくらいに達成できた充実
の二日間となりました。東山荘の雄大な自然、間近に見る富士山の素
晴らしさは、「また来よう！」と思わせるに十分でした。心地よい疲労
感と、また明日からガンバロウという気持ちにさせてもらいました。
交流会はワイズに関する講演会などで少し堅苦しい感じでしたが、と
ても為になりました。東京クラブさんとの交流会はとても美味しいク
ラフトビールとお食事で良かったです。

吉　井　崇　人
　14 名の参加でバスに乗ってワイワイ東山荘に向かいましたが、私は
体調不良で着くまで寝ておりました。はじめての東山荘でしたが、ロ
ケーションの凄さにびっくりしました。富士山が正面に見えて凄く奇
麗なところで、是非プライベートでも来たいなと思いました。
　交流会も楽しいプログラムが用意されていて、新しい出会いもたく
さんありゆっくりとする間もないぐらい楽しい交流会でした。
　２日目は東京クラブと御殿場高原ビールで交流会。おいしいビール
と料理と楽しいお話で、あっという間の楽しい時間でした。帰りも当然、
バスの中で飲みました。

　 こ の ２ 日 間
で、一か月分く
らい飲みました
し、二週間分く
らい笑ったよう
に思いました。
６ 月 も 熊 本 へ
行きたいなぁと
思っております
が、調整できる
かなぁ～。
　何にしても、
遠征は楽しいで
すね。

われるような素晴らしい景色を楽しみました。２日目には東京クラブ
との DBC 交流も出来て良い思いでが出来ました。
　実行委員会の皆様にも感謝申し上げます。

香　山　章　治
　初日は天候も良く、雲一つないくっきりとした富士山を見ることが
でき、参加された皆様の日頃の行いが良いのかなと思いました。
　各講座もすべて色々と考えさせられる興味深い内容となっておりま
したし、食事も大変おいしくいただきました。東京クラブとの DBC
もおいしいビールをたくさん頂きながら、楽しい時間を過ごせました。
　色々と準備をしてくださり本当に有難うございました。やはり外に
出て行くことは楽しいですね。
　第３回は５年後ぐらいに行っても良いかもしれませんね。また参加
したいです。企画にたずさわれた役員の方々、お疲れ様でした。また、
楽しいひとときを有難うございました。

菅　原　樅　一
　交流会で印象に残ったのは、中道基夫氏の講演［YMCA のブラン
デイングとワイズ］でした。現在 YMCA ではブランデイングという
活動に取り組んでいます。互いの存在や個性を認め合い、高め合うこ
とのできる、善意や前向きな気持ちによって繋がる“ポジテイブネッ
トワーク”を広げ、希望あるより豊かな社会を創り出すこと。これを
YMCA のブランデイングコンセプト（社会への約束）として掲げてい
る、とのことでした。
　現在の不確実で困難な時代に於いて、このような理念・約束を掲げ
る YMCA に大きな魅力と期待を感じました。又、交流プログラム（ウ
オーキング）では、すばらしい自然環境の中で、明治以降の近代の歴
史を受け継いできた東山荘を知ることが出来ました。東西の、台湾の
ワイズが一緒になて童心にかえり、ゲームを楽しめたことは、良い思
い出となりました。交流会実行委員の皆様、本当にありがとうござい
ました。

田　中　升　啓
　今回 12 年ぶりに開催されました交流会に参加させていただき、とて
も楽しく充実した２日間でした。メンバー 14 人でのバスの旅も楽しく、
初めて行かせていただきました東山荘についても快適な施設で、部屋
のベランダからも富士山をばっちり観ることができました。今回大部
屋に 11 人で泊まったのですが、たったの２日間にも関わらず、いろい
ろと部屋では事件もおきましたが、交流会では大人数での懇親会に参
加させていただいたり、最終日には東京クラブさんといっしょに美味
しいビールも飲むことができました。また次回はより多くのメンバー
で参加できれば楽しさも倍増すると思いますので、ぜひみんなで交流
を楽しみましょう !!!

森　　　繁　樹
　はじめての国際青少年センター東山荘。到着しての感想は、「リトセ
ンより数倍綺麗、周辺に家、コンビニ、
釣り堀、御殿場プレミアム・アウトレッ
トがある。何と言っても富士山が正面
に見える」です。
　交流プログラム、フェローシップア
ワー、多くのプログラムがありもっと
もっと積極的に参加すれよかったと反
省です。
　次回は、プライベート等で行き２～
３日のんびり周辺を散策など、できれ
ばと思います。

森　　　常　夫
　東山荘に全国から 371 名が集まりました。私は体調がすぐれず参加
を取りやめようかと思いましたが、前日、病院での診察でインフルエ
ンザではなかったので、無理を押しての参加となりました。
　１日目もバスの中や、夜の懇親会でも楽しく会話をすることが出来
ず残念でした。
　２日目、お昼に東西交流会が終わり、東京クラブとの交流会へ出発前、
時間があったので比奈地会長と私だけ東山荘の食堂で昼食を食べてし
まいました。もちろん他のメンバーには内緒です。しかしそれは不幸
の始まりでした。近くの「御殿場ビール」で始まった DBC 交流会では、
次々と豪華な料理が運ばれてきますが、内緒で食べた昼食でお腹がいっ
ぱいで、ほとんど食べる事が出来ませんでした。そして夕方、京都へ
向けて帰路につきました。東京クラブの皆様、ありがとうございました。
　体調は優れませんでしたが、良い思い出が出来ました。

八　木　悠　祐
　会場となりました YMCA 東山荘には、初めての訪問となりました。

東京クラブ比奈地会長（左）
とプレゼント交換

富士山を背景に



－ 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〉　大阪なかのしまクラブ 20 周年４名
参加／京都部チャリティボウリング大会２月 26 日／第３回
京都部評議会報告／長浜ワイズメンズクラブ 30 周年記念例
会４月１日／彦根シャトークラブ 35 周年記念例会４月 15 日
／京都 ToBe クラブ 20 周年記念例会８月 26 日

〈YMCA報告〉　維持会費未納の方々の報告／連絡主事加藤俊
明さんに決定／京都ユニバーサルコンサート３月 18 日

〈三役会報告〉　次期役員トレーニング４月 14 日／第 20 回西日
本区大会／神﨑さん送別会３月 22 日

〈各事業委員会報告〉
・YMCAサービス・ユース事業委員会　開催事業報告／今後

の予定報告／ 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　開催事業報告／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　１月第２例会、２月第１例会、２

月第２例会報告／今後の予定
・交流事業委員会　第２回東日本区交流会・DBC 交流（２

月４日～２月５日）報告／国際・交流懇談会（３月 24 日）
の案内
・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

／ BF 切手・献金報告／今後のファンドの予定報告
・広報・ブリテン事業委員会　３月号、４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　メネット例会報告

〈審議事項〉　
石倉尚さんご子息ご結婚お祝い金 10,000 円　　　承認
内廣健さんご入院お見舞金 10,000 円　　　　　　承認
リトリートセンター楷の木植樹と費用支出の件　承認

〈その他〉　
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
第10回三役会　４月20日（木）　19：00～　於：わこん
第10回役員会　４月25日（火）　19：00～

於：ウェスティン都ホテル京都

編集後記
　第一例会で次々期会長に吉井さんが承認されました。色々と
紆余曲折があったようですが、若いリーダーがクラブを引っ
張ってくれる事を楽しみにしています。
　そして、いよいよ田中升啓次期会長も忙しくなってきたよう
です。先月は東西交流会、東京クラブとの交流会、そして、大
阪なかのしまクラブ 20 周年記念例会へと参加され、外交活動
のデビューも果たされました。次期の人事も着
実に進んでいるようです。森会長も会長の顔つ
きになりとても貫禄があります。この時期役員
の方々は、もうすぐ今期が終わる安堵感と次期
が始まる期待感で、まさに春を迎える気分では
ないかと思います。
　ワクワク、ドキドキするクラブを皆で育んで
いきましょう。

広報・ブリテン委員長　亀井久照

第４回 The Y cup 京都ミニバスケットボール大会
　日　　時　３月18日（土）・19日（日）
　　　　　　午前８時45分～午後５時
　会　　場　京都市横大路運動公園体育館

総主事就退任式
［就退任式］
　日　　時　３月20日（月・祝）　午後２時～
　　　　　　（受付：午後１時30分～）
　場　　所　ウィングス京都　イベントホール

［感謝と励ましの会／茶話会］
　日　　時　３月20日（月・祝）　午後４時～５時30分
　　　　　　（受付：午後３時30分～）
　場　　所　京都 YMCA

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

田中博之さん　次期国際議員・　　　
アジア太平洋地域会長当選のお知らせ

　2017－2018年度次期国際議員・アジア太平洋地域会長に、
元東京クラブ会員の田中博之さん（東京多摩みなみクラブ）
が当選されました。2018年７月１日から2020年６月30日ま
での２年間、国際議員・アジア太平洋地域会長としてご奉
仕くださることとなります。

メ　　ン　香山　章治　３月11日　　勝山廣一郎　３月23日
　　　　　岡本　尚男　３月31日
メネット　森　　絹代　３月３日　　吉井　香月　３月13日
　　　　　香山　慶子　３月16日　　倉見　享子　３月23日
コメット　亀井　春菜　３月７日　　亀井　陸矢　３月22日
　　　　　長谷川丈琉　３月28日　　倉見航太郎　３月30日

金原　弘明・康　代　ご夫妻　３月５日
山田　英樹・とも子　ご夫妻　３月20日
山口　　恵・　誠　　ご夫妻　３月26日
大山　孜郎・悠　子　ご夫妻　３月31日

訃　　　報

熱海グローリ―クラブの竹内敏朗さんが、
２月24日（金）の早朝に91才で逝去されました。

　1980～81年　第25代日本区理事、1984～85年　第
59代国際会長を歴任され、生涯を通してワイズメンズク
ラブと YMCAの発展のために大きなお働きをされまし
た。その熱意と温かいお人柄は多くの人々に夢と勇気を
与えてくださいました。
　後日、ワイズメンズクラブとYMCAで「お別れの会」
を持つこととなっております。

2017年２月28日（火）19:00～21:00
ウェスティン都ホテル京都　平安の間

第８回　役員会議事録

HAPPY BIRTHDAY

HAPPY ANNIVERSARY

YMCA　NEWS


