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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）

５
在籍者数　　36名
広義会員　　　2名
第一例会　　28名
第二例会　　24名
メイクアップ　　3名
出 席 率　　86.2%

切　　手　　　　0g
切手累計　　6,413g
現金累計　54,652円
Ｅ　　Ｆ　　　　0円
Ｊ Ｗ Ｆ　　　　0円
EF・JWF累計　　　　0円

第一例会　17,000円
第二例会　　3,000円

累　　計　302,697円

オークション　　　　　127,780円
ドリンク販売　　　　　　7,944円
二次会ファンド　　　　　2,000円
玉ねぎファンド　　　　　15,922円
カーネーションファンド　6,300円
クルーズ船チケット販売　3,000円
合同委員会　　　　　　8,000円
名 刺 販 売　　　　　　1,620円
累　　　　計　　　　　964,505円

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

第一例会　　2,527円
第二例会　　2,761円
累　　計　108,964円

東日本大震災復興募金
第一例会　　2,280円
第二例会　　2,128円
累　　計　　44,501円
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聖句の解説　復活したイエスが天に昇った後、弟子たちが集まっていると天から炎のような舌が現れ一人ひとりの上に
とどまり、一同が聖霊に満たされ様々な国の言葉で語りだしたとあります。キリスト教ではこの出来事をペンテコステ（聖
霊降臨日）と言いクリスマス、イースターと並んで大事な日とされています。このことをきっかけにキリスト教がユダ
ヤの世界から世界中に広がるきっかけになった教会の誕生の日とも言われており、今年は６月４日に当たります。

　キャピタルクラブ 34 周年の年が、あと１ケ月程で終わろう
としています。リーダーシップをとるのが大の苦手で、不安ば
かりでしたが、メンバーの皆さまにお支え頂きなんとか１年間
の任期を全うすることができそうです。心よりキャピタルクラ
ブのメンバーの皆さまに感謝申し上げます。
　今期を振り返ると、台北アルファクラブとの IBC 締結に始
まり、９月に新メンバー荒川さん、宮﨑さんお２人の入会式が
あり、あっという間に前半が過ぎました。後半は、やっとのこ
とで次々期会長が吉井さんに決まりホット一安心、東山荘での
第２回東西交流会と東京クラブとの DBC、大成功に終わった
メネット例会、独自事業のメタセコイヤフェスティバル等など、
上半期より更にあっという間の下半期であったように思われま
す。
　会長をするに当たり、一生で一度限りのキャピタルクラブ会
長なので最初で最後という気持ちで、後悔のないように精一杯、
会長職を第一優先で取り組んできました。いまは会長をさせて

頂いて本当によかったと感じております。ただ６月の引継例会
が気になっており、お手柔らかなサプライズにして頂けるとあ
りがたいです。よろしくお願いします。
　キャピタルクラブの会長を引き受けるというのは、３年の会
長リーダープログラムを３年間体験するようなものだと思いま
す。次期会長時は、会長見習いの期間。本年会長時は、バリバ
リ実践する期間。直前会長期は、受けた恩を返しながら会長を
最大にバックアップする期間。
　この中で一番大切なのが、直前会長期と、今期メンバーの皆
様に支えて頂いた感謝の気持ちを忘れず、田中升啓会長をバッ
クアップし、クラブ発展の為に尽力することだと思います。出
来るだけ多くの事業や例会に参加することが最大のバックアッ
プに繋がると思っております。
　最後にもう一度、メンバーの皆様、メネットの皆様に心より
お礼申し上げます。
　「一年間、本当にありがとうございました。」

五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然、激しい風が吹いて来るような音
が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして、炎のような舌が分かれ分かれに現れ、
一人一人の上にとどまった。
すると、一同は聖霊に満たされ、“霊”が語らせるままに、ほかの国々の言葉で話しだした。

新約聖書　使徒言行録　２章１～４節

１年を振り返り、できた事はクラブをメンバーを自分を、大いに褒めて下さい。出来なかった事は、
記録にまとめ次年度に活かしましょう！　次年度役員の方は、綿密な計画を作りましょう！

岩本　悟理事（熊本にしクラブ）
６月 評価・計画

１年間ありがとうございました。
これからもよろしくお願いします !!

会　長　　森　　　繁　樹
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YYYフォーラム
広報ブリテン委員　亀　井　久　照

　４月28日に京都 YMCA で行われた、YYY（YMCA、Y’s、Youth）
フォーラムに参加してきました。今回のテーマは「YMCA の
ブランディングを考える」で、YMCA せとうち総主事の太田
直宏さんを講師にお迎えして始まりました。
　我がキャピタルクラブの Y サアワー例会でもお話がありま
したが、全国の YMCA でロゴマーク等がバラバラで統一性が
なく、一般の方に、「ボランティア団体をご存知ですか」と尋
ねると、日本赤十字社やユニセフという答えが返ってくるそう
です。残念ながら YMCA の優先想起度はとても低いのです。

「YMCA とは何か知っていますか」と尋ねると、「キリスト教
の集まり」や「良くわからない宗教団体」といった答えが返っ
てくるそう。
　YMCA せとうちでは、早くからブランディングに取り組ん
でおられます。「せとうち」の名前も戦略があり、所在地は岡
山ですが、岡山だけでなく中国地方全体で活動できるようにつ
けられた名前だそうです。
　皆さんもご存知のように、今月に新しいロゴマークが発表さ
れる予定ですが、肝心な事はマークだけでなく、マークを通じ
て統一した意識で、中身を知ってもらう事が一番の目的です。

ファンド例会
ファンド委員　西　村　融　正

　５月第１例会は 11 月に引き続き、今期２回目のファンド例
会が開催されました。今回も長谷川ファンド委員長の名（迷）
司 会 の も と、
競争入札形式
と事前入札形
式を併用しな
がら進んでい
きました。出
品 は、 お 酒、
陶器、健康器
具、包丁、ミ
ニカー、釣竿、自転車など約 40 点も集まりました。例会中は
お酒の販売もあり、楽しい雰囲気の中での例会でした。
　メンバーのご家庭にある「ちょっと良いもの」をご提供い

ただき、ご出
席のみなさま
にご購入いた
だく。この売
り上げはファ
ンド資金の貴
重な収入源で
す。きっと来
期もあります
よ ね？　 楽 し
みにしてます。

エコボールから
広報ブリテン委員　幡　南　　　進

　先日開催されましたメタセコイヤ
フェスティバルをねぎらう声が止まぬ
中、第二例会が始まりました。うれし
い事が、顔色も良く、何時ものように
ニコニコされて出席されている内廣さ
んのお姿です。お帰りなさい !!
　温かいスープを頂き洋食でお腹一杯
になった所で、ゲストスピーカー「みっ
くすはあつ」小畑治さまのお話が始ま

りました。
　様々な事業の中で「エコボール」についてですが、現在 186
チームの方にご協力いただき 24 事業所が携わって頂ける程、
全国に広がる事業になっているようです。
　なぜ広がっているかを伺えるお話がありました。「エコボー
ルでのお仕事も有り難いが、それよりも多くの人たちと繋がっ
ている事が何よりです。利用者様と学生が交流する事で多くの
学びが有り、その効果で働く事の嬉しさを感じられる様になっ
た。」というお話が印象に残っています。
　またメタセコイヤフェスティバルに参加した時のお話も頂き
ました。普通に楽しそうにされている様に思いましたが、「普
通ではとても見られない喜びの顔 !!」という様にお聞きし、こ
れ以上のない嬉しい言葉として、メンバーも聞かれていたので
はないでしょうか。
　多くの話を伺い、利
用者様が実際のお仕事、
現場での様子を細かく
伝えて頂き実情が本当
によく解りました。何
よりもお仕事をされて
喜ばれている利用者様
はもとより、お手伝い
されている周りの方に
も、多くの得るものが
あり素晴らしい活動で
ある事がよく伝わって
きました。小畑様、貴
重なお話を頂きありが
とうございました。

ブランディングとはコミットメント（約束）であり、「YMCA
は地域の皆さんを健康にします」「幸せにします」という約束
なのです。
　我々ワイズメンも YMCA がどのような組織かうまく説明で
きる人は多くないと思います。多くの費用と時間がかかり、大
変な事だと思いますが、成功を祈りたいと思います。そして
EMC 活動にも生かせればいいなと思いました。

出席者　森会長、田中（升）次期会長、倉見、亀井

５月第一例会 2017年5月2日（火）　19:00～21:00
ウェスティン都ホテル京都 ５月第二例会 2017年5月16日（火）　19:00～21:00

ウェスティン都ホテル京都

講師の小畑治さま

内廣さんにお見舞い贈呈
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第７回メタセコイヤフェスティバル
「リトセンに楷

かい

の木植樹」
広報ブリテン委員　亀　井　久　照

　５月 14 日、初夏の晴天のもと、YMCA リトリートセンター
で、第７回メタセコイヤフェスティバルが開催されました。
　参加団体は「きこえとことば」「みっくすはあつ」「ゆめハウ
ス」「京都府視聴覚障害者協会」「京都 YMCA こおろぎ」「ベ
テスダの家」「スマイルワーク」「４Disabilites」、そして我がキャ
ピタルクラブで、総勢 170 名となりました。

　年々参加団体が多くなり、
我がクラブ主催の大きなイベ
ントになりました。私が入会
した頃が第一回でしたが、大
山医院の「きこえとことば」
を支援するイベントとして開
催されたと記憶しています。
歴代会長と地域奉仕・環境事
業委員長（CS 委員長）の尽
力で大きな事業に成長したと
実感しました。
　今回のメニューは餅つきを
はじめ、コロッケ、串カツ、
ピザ、焼き肉、サラダ、かき
氷と豪華食材でした。内田さ

んも参加していただき、大活躍されていました。私は串カツを
担当しましたが、行列が出来て、揚げても揚げても追いつきま
せん。しかし、参加者の皆さんが「ありがとう」と笑顔で声を
掛けてくれるのがとてもうれしく感じました。ハンディキャッ
プを持った方々は、普段閉じこもりがちですが、多くの人と触
れ合う機会と
なるこの事業
をこれからも
支えて行きた
いと思います。
森会長並びに、
CS 委員会そし
てメネットの
皆さん、お疲
れ様でした。

第 13 回インターナショナル・
チャリティーラン 2017in かもがわ
日時　５月 21日（日）
場所　鴨川公園出雲路橋西詰北側河川敷

Yサ・ユース委員　山　口　雅　也
　30 度を越える真夏日となった当日は朝８時に集合して、競
技役員の打ち合わせや、キャピタルのブースの設営で水を汲み
に行ったりと忙しくしていました。特にこの暑さで、「氷」の
手配に窮することになり、森会長自ら氷の買出しに行かれたり、
椿森さんのご友人の鮮魚店さんから急遽、クラッシュアイスを
いただいたりと大わらわでした。
　クォーターマラソンに始まり、小学生駅伝やコスチュームラ
ンなど競技も無事行われ、左近委員長をはじめ４名が、酷暑の
中 10 時から 14 時頃までコース２箇所に立ってランナーの誘導
をしました。ブースに戻ってみると、たくさんあった飲み物も
一つ残らず売り切れて、売上も３万円以上あったと聞いていま

　メタセコイヤフェスティバルも
無事終わり、後片付けを済ませ、
16 時からクラブのメインイベン
トでもある、楷の木の植樹式を行
いました。
　初代会長の堀一行さんゆかりの
楷の木です。幡南さんが土台、山
田隆之さんが樹木、仁科さんが銘
板製作、皆さん採算度外視でご協
力いただきました。
　今回は新しい橋を渡ったすぐ横に植えたので、リトセンのシ
ンボルになってくれるだろうと思います。
　メンバーが見守る中、森会長が除幕をされ、YMCA の辻中
さんと共に土をかぶせ、簡素ではありますが、心のこもった植
樹式となりました。

　堀さん寄贈のこのグラウンドで
すが、駐車場にしか利用されてい
ないようなので、キャンプサイト
やテニスコートなど、広い平坦地
を生かして更に活用できるよう、
リトセンをもっと良くしていきた
いと思います。

す。最後のお楽しみ抽選会は今年はほとんど当たらず残念でし
たが、今年の Y サ事業が無事すべて終了となり、心地よい疲
労感と共に、ホッと安堵することとなりました。お時間の許す
中顔を出していただいたメンバー、フルで参加されたメンバー、
皆様お疲れ様でした。

参加者　五十嵐、石倉・メネット・コメット、石村、大山（孜）・
メネット、大山（謙）、岡本メネット、香山・メネット、
亀井、金原、倉見、左近、志田、菅原、瀬本、田中（升）・
コメット、椿森、西川、西村、長谷川、幡南、宮﨑、
森（繁）、山口（雅）、山口（弘）、山田（隆）・メネット、
山田（英）・メネット、吉井

参加者　石倉、金原、亀井、倉見、左近、志田、菅原、瀬本、
田中（升）、椿森、西川、森（繁）、山口、柳
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一年間有難うございました！
メネット会長　山　田　まゆみ

　期首のブリテンにも書かせて頂きましたが、メネット会長は
９年前に一度させて頂き、緊張しながらメネット懇親会等に参
加した記憶がありますが、今回は少し余裕もできると思ってい
ましたが、二度目のメネット会長も緊張の連続でした。
　特にメネット例会は西日本区や京都部から、理事をはじめ多
くの役員の方々に参加していただき、大変緊張しました。菅原

今の気持ちを大切に
石　倉　　　尚

　森繁樹会長！　重複している事業を除けばパーフェクト
の出席！　お疲れ様でした。会長を経験するということは
大変貴重なことです。特にキャピタルには次はありません。
一生に一度の経験です。精一杯務められたことでしょう。
ただこれで終わりではありません。一年を振り返り責任を
果たした、また果たすことに尽力した仲間を思うことが大
切です。言い換えれば終わりはないのです。仲間がいる限
りなのです。今の気持ちを大切に、また一年責任を果たし
ましょう。
　さぁ！　バトンタッチです！

今期を振り返って
八　木　悠　祐

　今期、森繁樹会長のもと副会長をさせていただきました。
主に役員会の司会やホテルとの連絡役をやってまいりまし
た。担当三役としては、交流委員会を担当し、吉井委員長
のもと IBC の締結式に台湾のアジア太平洋地域大会に参加
したことが思い出に残っています。また、DBC では東西日
本区交流会で御殿場にある日本YMCA同盟の東山荘に行っ
たことも印象に残っています。改めてワイズメンズクラブ
の交流の楽しさ大切さを実感した一年となりました。
　メンバーの皆様、一年間クラブ運営にご協力いただきま
してありがとうございました。

この一年を振り返って
金　原　弘　明

　森繁樹会長期もそろそろ終わりを迎えようとしていま
す。森会長一年間、本当にお疲れさまでした。今期、私は
三役として書記を務めさせて頂きましたが、今回は、もう
一人の書記の西村さんが大変手間のかかるお仕事を多く引
き受けて下さったので、私としては大変スムーズに書記の
仕事をこなすことが出来たと思っています。西村さんにも
深く感謝いたします。
　そんな一役二人体制が可能なのも、150 人を超えるイベ
ントを単独クラブで企画できるのも、メンバー数のお陰で
す。やはり、今のキャピタルの、というか今のワイズの喫

緊の課題は「メンバー増強」だと思います。次期は京都部
でその為の活動の一翼を担わせていただきます。できれば、
その努力が我がクラブのメンバー増強の一助になることを
願って！

長かったようで早かった一年
西　村　融　正

　今期も残すところあと一カ月足らず。長かったようで早
かった一年でした。初めての書記でしたが、同じく書記
の金原さんに教えていただき何とか出来たかなと思ってま
す。
　委員会はファンド委員会に所属しました。これも初めて
で、今まで見ていただけでわかりませんでしたが、なかな
か大変ですね。特に今年はアテにしていたジャガイモが不
作で数量が必要数確保できずに……。でも皆さんのご協力
のおかげで予算達成できました。ありがとうございました。
　最後に森繁樹会長一年間ご苦労様です。あともう少し頑
張ってくださいね。

森　繁樹会長へ
瀬　本　純　夫

　一年間、本当にご苦労様でした。生真面目な会長の性格
が出ていた一年間だったのではないでしょうか。色々なこ
との多かった一年、IBC 締結、ジャガイモの不作等良いこ
とも、悪いことも無事乗り切れたのも、ちゃんと準備をし、
後の対応もきちんとされたことによると思います。会計と
してどうだったかは別として、三役に入って一緒にできた
ことが、楽しかった一年でした。ありがとうございました。

クラブ運営を学びました
倉　見　直　樹

　入会以来初めての三役、会計をさせて頂きました。クラ
ブのお金の流れがよくわかりました。分からないことが多
くミスもしました。三役会に出させていただくことで、ク
ラブ運営がどうされているのかが少しは分かったような気
になっています。これからも、もっとクラブ運営に関わり、
これから入会される新しいメンバーの方々にキャピタルの
本質を伝えていけるようしていきたいです。

メネットには素晴らしいピアノ演奏をしていただき、大変感謝
しております。メネット懇親会も多くのメネットに参加して頂
き、楽しい思い出が沢山できました。事業計画ではメネット懇
親会をもう少し多く行う予定にしていましたが、達成できず残
念に思っています。
　最後になりますが、メネット懇親会やメネット例会の案内は、
私なりに工夫をして丁寧に連絡を取ったつもりでしたが、出席
者が例年と同じメンバーであったことを残念に思っています。
　来期から 35 周年に向けて、メネット会も親睦を深め頑張っ
ていきたいと思っています。一年間有難うございました。

役員として一年を振り返って



－ 5－

パープル釣大会開催

チャレンジャー求む！
副会長　石　倉　　　尚

　５月 20 日（土）舞鶴より「浜内丸」にて本日の秘密のポイ
ント冠島北西の岩礁地帯のオオグリへ向けて快晴の中、出港で
す（ワクワクが止まりません）。
　ポイントにつき亀井さんと私はフカセ釣りです。これは、自

然の理にかなった仕掛けだそうで
す（実は大物の真鯛狙いなのです）。
香山さん、八木さん、椿森さんは、
胴突き仕掛けです。
　ファーストヒット！　私に真鯛
です。続いて八木さんに立派なヒ
ラメ！　亀井さんにこれまた大き
な真鯛です（結構な大きさです）。
昨年のＹ氏のアマダイを軽く越え
ています。その後に香山さん、椿
森さんも続きます。イサキ（大き
いのから小さなウリボウまで）、ア
コウ、メバル、カサゴ、ウマヅラ
ハギ、ガシラ、トラギス、赤ベラ、
石鯛、サバ、アジ、スズキと……。

ホタルの夕べ
日　時　６月16日（金）　午後７時～
　　　　６月17日（土）　午後７時～
場　所　京都 YMCA リトリートセンター
参加費　大　人（中学生以上）　2,000 円
　　　　小学生　1,500 円　　幼　児　無料

※参加費は当日、リトリートセンターにてお支払い
ください。

お申込み締切　６月 13 日（火）
お問合せ・お申込み

京都 YMCA リトリートセンター事務局
TEL（075）231－4388　FAX（075）251－0970
E-mail：ritcen@kyotoymca.org

代議員会、第６回会員協議会
　京都 YMCA につながる普通会員（維持会員、基本会員）が
参加し京都 YMCA の活動について確認し、YMCA 運動を広
げていくための場として、第６回会員協議会を開催します。ま
た、会員協議会に先立ち、事業・決算報告、情報共有の場とし
て代議員会を開催いたします。
　皆様のご参加をお待ちしております。
日　時　６月 23 日（金）
　　　　代 議 員 会　午後６時 50 分～７時 20 分
　　　　会員協議会　午後７時 30 分～９時
場　所　京都 YMCA 地階マナホール
内　容　

代議員会　2016 年度事業報告・決算報告、2017 年度事業
計画・収支予算

会員協議会　YMCA の新しいロゴマークとブランドス
ローガンを発表し、ブランドコンセプトについての理
解を深める機会とします。また、１年間にご奉仕いた
だいた活動に感謝し、今後の京都 YMCA について共に
考えるときとします。

お申込み　
代議員会　当日、午後６時 45 分までにお越しください。
会員協議会　ご出席は、E-mail または FAX にてお知らせ

ください。
E-mail：kyoto@ymcajapan.org/

FAX（075）251－0970

ポジティブネットワーク形成に向けて

京都YMCA総主事　加　藤　俊　明

　４月から京都 YMCA 総主事という役割を、神﨑前総主事よ
り引き継ぎさせていただいております。間もなく 130 年を迎え
ようという歴史ある京都 YMCA の総主事をさせていただく中
で、まだまだその責任の重さの全てを感じる所まではいってい
ないのかもしれませんが、この２カ月の中で感じたことは、や
はりワイズメンをはじめとする会員の皆様の温かさであり、優
しさです。
　４月以来、多くの励ましの言葉や身体に気を付けるようにと
のお声がけをいただきました。本当にありがたく感じています。
　総主事就任早々、三条本館の耐震補強工事や保育所の開設な
ど大きな事業を手掛けることになりました。耐震補強工事を終
え保育事業を始めるまでには、乗り越えなければならない数多
くの困難な課題が横たわっています。
　そのことを中心となって進めていただく役員の方々の献身的
な働きが大きな力となっていることを日々感じており、それが
なければこの事業はできないだろうと思います。
　しかし、それらの責任を持つ役員だけでなく、役員以外の会
員の方々も側面からその問題の解決に関わっていただき、それ
らの課題が一つ一つ解決し物事が前に進んで行くのを見るにつ
け、本当に京都 YMCA の会員の力の大きさと同時に YMCA
に対しての愛情を感じております。
　YMCA は全国でリブランディングを進めておりブランドコ
ンセプトとして『ポジティブネット（善意や前向きな気持ちに
よってつながっているネットワーク）のある豊かな社会を目指
す』ことを地域社会に広げてゆこうとしています。
　まさにこのような京都 YMCA の会員の働きの中にこそ『善
意と前向きな気持ちによってつながっているポジティブネッ
ト』のある社会が形作られていると言えるのではないでしょう
か。まだまだ、私の総主事職も緒についたばかりで、その与え
られた役割を果たせているのかどうか判りませんが、何卒今後
ともご支援ご協力よろしくお願いします。

　私も仕掛けを胴突
きに替えてアジねら
いです。何度かの根
掛かり、またかと「カ
メ ち ゃ ん と っ て ぇ
～」　亀井さんが引
き上げるとユラリと
ゆ れ る 白 い 影 ……

「エイ？」　引き上げ
てみればタモよりデ
カいヒラメでした !!
　その後もライトを照らし釣りを楽しみ、漆黒の闇の中、舞鶴
へ帰港しました。遅い宴は、大飯町の居酒屋「麒麟」でノドグ
ロの刺身、塩焼き、アワビの刺身で祝杯です。今回の釣り同好
会はいつもにもまして大物が釣れ次回に大きな期待の持てる楽
しい釣行でした。次の企画が待ち遠しいです。
　PS. 冠島おそるべし！「カメちゃん！　次はいつ？」

参加者　石倉、亀井、香山、八木、椿森

YMCA　NEWS

香山さんアコウゲット

70㎝のヒラメを釣り上げた石倉さん



－ 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〉　京都部、次々期理事の件等のご案内
　５月26日／西日本区大会　６月９日～11日　メン13名（加
藤総主事を含む）メネット２名参加予定

〈YMCA報告〉　YMCAロゴ発表式　６月23日会員協議会の時に

〈三役会報告〉　楷の木の植樹式５月14日　16 時から／引継ぎ
例会進捗報告／ YMCA 維持会費集金窓口設置（６月第一例
会）／京都 YMCA こおろぎ、京都 YMCA 長岡こおろぎさん
が京都ヒューマン賞を受賞、贈呈式および懇親パーティー　
６月１日リーガロイヤルホテルにて

〈各事業委員会報告〉
・YMCAサービス・ユース事業委員会　メンバーゲスト報告

／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　メタセコイヤフェスティバル

各チーム準備・打ち合わせ内容報告
・ドライバー事業委員会　４月第２例会、５月第１例会、５

月第２例会報告／今後の予定
・交流事業委員会　メンバーゲスト報告／ IBC 締結内容の

確認
・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
・広報・ブリテン事業委員会　６月号の骨子について／来期へ

の引継ぎ状況報告
・EMC事業委員会　例会出席者の確認／ EMC ゲストに関し

て／ EMC アワーと座談会の内容

〈審議事項〉　
・山口恵さん退会の件　承認
・蘇理裕司さん入会の件　オリエンテーションを行うことを

前提に承認

〈その他〉　
第12回三役会　６月19日（月）　19：00～　於：わこん
第12回役員会　６月27日（火）　19：00～

於：ウェスティン都ホテル京都
６月第一例会よりクールビズ期間

編集後記
　今期もいよいよ最後の一か月となりました。
　最後のチャリティランも晴天の中、飲み物も飛ぶように売れ
て、無事終了しました。左近委員長、ご苦労様でした。
　そして、ブリテンも最終号となりました。失敗もあり、皆様
にご迷惑をおかけしましたが、私の裁量の中で自由に活動させ
ていただいたお蔭で、とても充実した一年であったと実感して
います。ブリテン委員会の活動を通して、ワイズ事業、クラブ
事業、他のクラブの活動等を深く知る事が出来ました。また、
ワイズメンとしての親睦にも繋がりました。
　しかし、誌面づくりにおいて、様々な助言や
興味深い疑問を頂いた岡本さんの存在はとても
大きく感じました。岡本さんと会社の㈱洛陽の
スタッフの皆様に感謝申し上げます。
　次期は宮﨑さんがブリテン委員長に就かれま
す。誌面はクラブ全員でつくり、発行するもの
なので、惜しみないご協力をお願いいたします。
　一年間お付き合いいただきありがとうござい
ました。　　　　広報・ブリテン委員長　亀井久照

〈報告事項〉
・京都部　６月５日（月）　次期 PR 委員会懇談会

６月18日（日）　第 1 回京都部評議会
・YMCA　６月25日　リトセン夏の準備ワーク

７月２日及び９日　サバエ準備ワーク
三条本館耐震補強工事のため、10 月より会議等
で部屋を借りるのに制限

・三　役　チャリティ・トーチウォークについて
次期各事業委員会報告・事業計画案報告
各事業委員会より委員会報告、事業計画案報告

〈審議事項〉　
・特にナシ

〈その他〉　
特になし
次回三役会　６月15日（木）　19：00～
次回役員会　６月27日（火）　19：00～

メ　　ン　山田　英樹　６月14日　　瀬本　純夫　６月17日
　　　　　幡南　　進　６月23日　　田中　升啓　６月28日
　　　　　八木　悠祐　６月29日
メネット　田中　淳子　６月８日　　大山　悠子　６月11日
コメット　石倉　　京　６月12日　　八木　茉耶　６月13日
　　　　　左近　遼太　６月28日

倉見　直樹・享子　ご夫妻　６月１日
長谷川幸昌・絵理　ご夫妻　６月３日
田中　雅博・淳子　ご夫妻　６月４日
安部　英彦・智子　ご夫妻　６月17日

東京暮しの近況

日本YMCA同盟総主事　神　﨑　清　一
　東京生活も早２か月。業務については初
日から戸惑いながらも前に前にと。しかし

ながら、業務後とたまにある週末の時間をどう過ごすのか。食
事、洗濯に時々の掃除は苦にはならないのですが、引っ越しの
片づけもまだ済まず、何よりお礼状がまだ手つかず状態。また、
必要な英語を勉強したり、文化芸術に触れたりすることもなく、
何より大好きな街歩きでさえできていません。
　６月には初めてワイズの東日本区大会から西日本区大会、そ
して YMCA 同盟の総会ともいえる協議会、ブランドの発表へ
とイベントが始まります。
　特に東日本区のワイズメンの方々とは、これまでお会いする
機会が少なかったので、これを機会に、いよいよ７月よりクラ
ブの例会にご訪問させていただく予定です。DBC の交流会を
除いてはキャピタルクラブをはじめ京都部のワイズメンズクラ
ブの例会にしか出席したことがありませんので、楽しみにして
います。４年間での財産にと。

2017年５月23日（火）19:00～20:10
ウェスティン都ホテル京都　平安の間

第11回　役員会議事録

HAPPY BIRTHDAY

HAPPY ANNIVERSARY

2017年５月25日（木）19:00～21:00
京都

第２回　次期役員会議事録


