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『あなたがた皆の中で最も小さい者こそ、最も偉い者である。』

（ルカによる福音書 第９章48節）

７月
Kick－off
EMC－C

あなたは例会に何を求めて参加していますか。
クラブに５年後、10年後が見えていますか。

廣井武司 EMC 事業主任
（京都プリンスクラブ）

在籍者数 30名
第一例会 28名
メネット 1名
ゲ ス ト 3名
第二例会 27名
メネット 8名
特別メネット 1名
出 席 率 100％

切 手 0 g
現 金 0円
累計切手 6,100 g
切 手 3,480円
累計現金 52,520円
Ｊ Ｗ Ｆ 0円
Ｅ Ｆ 0ドル
ＪWＦ累計 10,000円
Ｅ Ｆ 累計 100ドル

第一例会 11,000円
第二例会 0円
累 計 209,000円

（次期引継切手31g）

パンファンド 2,400円
写真販売 2,300円
Ｄ Ｖ Ｄ 8,100円
パンケーキ 9,900円

累 計 755,300円

献 血 0cc
成 分 0名
累 計 0cc
成分累計 0名

５月例会 117.43kg
（ペットボトル換算

29,674本）
累 計 913.18kg
（ペットボトル換算

222,651本）

第一例会 3,097円
第二例会 3,901円
今期累計 64,735円
累 計 342,464円
（２月第一例会時が

誤っていました）

Ongoing Legacy, and Brotherhood !!
～ 継続、そして結びつき ～

2009年～2010年 会長 瀬 本 純 夫

まず最初に、京都キャピタルクラブ第27代
会長をさせていただきますことに感謝申し上げ、

微力ながらクラブ発展の為に頑張る所存でございます。
今期の主題は『Ongoing Legacy, and Brotherhood!!』といたし

ました。サブタイトル的に載せております『継続、そして結びつき』
と言うことになります。

現在のキャピタルクラブのメンバー構成は、上は75歳、下は28歳
と年齢差実に47歳、また、ワイズ歴でいうと1971年入会と、2008年
入会とで37年という差があります。本当にバラエティーに富んだメン
バーです。それでいて、とても良い関係が受け継がれていると思いま
す。経験豊富なメンバーは新しいメンバーの良きアドバイザーとして、
クラブの事業、例えばリトセン準備ワーク、ふれあい広場等に隔たり
なく参加することにより手本を示し、また、各事業委員会や例会では
新しいメンバーの意見に対し真剣に受け答えをされます。それに対し
新しいメンバーも真剣に耳を傾け、事業に参加し、そこからメンバー
間の絆がより深く結ばれていっていると思います。クラブとは楽しい
だけではなく、自己研鑽の場でもあります。年齢、ワイズ歴に関係な
く付き合っていくことにより、魅力あふれる人間へと成長していくこ
とでしょう。今期はこのメンバー間の繋がりを大切にする為にも、そ
してさらに強くする為にも、クラブ活動の基本となる各事業委員会を
毎月欠かすことなく開催していただくことはもちろんの事、委員全員
が参加して行うことを各事業委員長にはお願いしました。さらにその

輪を広げる意味においても合同での委員会開催の実施をしていただき
たいと思っております。

「委員会活動を最も大切にしていく」

このことは基本的なことであり、また一見単純にも見えることでは
ありますが、実現するのは意外に難しいことでもあります。そこで私
はこれからの一年、委員会活動にこだわり続け，そこから広がるメン
バーの繋がりを大事にしていく所存です。

それによりこれまでに培ってきたキャピタルスピリットはこれから
も色褪せることなく、輝きを増していくはずです。その伝統を継承し
つつも、新しい歩みを始めていくことによって、さらに魅力あふれる
クラブへと進化していきましょう。この先、30周年、50周年へと繋
がっていくキャピタルクラブ、ますます素晴らしいクラブに、そして
目標となるようなクラブであり続けていくと、確信しております。

次期には仁科さんを西日本区理事として輩出するクラブとして、仁
科さんにその力を遺憾なく発揮していただく為の準備の一年としても
クラブ内で尚一層、メンバー全員がより強く結びつき、盛り上げてい
けますよう、皆様のご協力をお願いしたいと思っております。

最後になりますが、今期一年、誰一人減ることなく、新たなメンバー
を多く迎え入れることが出来、更なる飛躍の年となりますよう、皆様
のご指導、ご鞭撻の程、何卒宜しくお願い申し上げます。
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2009年６月２日（火）19:00～21:00６月第一例会
ウェスティン都ホテル京都

書に込められた心とは

田中 升啓

６月第一例会は、書道家の俵越山先生の「温故創新」という

テーマでの講演でした。

「温故創新」とは「故きを温（たず）ねて新しきを創る」と
いう意味です。その言葉には、越山先生が今まで活躍されてき

た芸能活動を捨て、現在の書道家 俵越山が誕生するまでの間

の葛藤やたくさんの思いが込められた言葉であると感じました。
講演の後半に、老人養護施設での作品と中国に招かれて書か

れた作品のいきさつがスクリーンに映されました。老人養護施

設で書かれた「心が心を癒す」という書は、その場におられた
おじいちゃん・おばあちゃんの心に響いたであろうし、中国で

書かれた「世界有異我心一同」の書には「世界はひとつではな

いが心はひとつでありたい」という想いが込められており、映
像をみた私たちの心にたしかに響いたのではないでしょうか。

講演が始まるまでは、楽しい例会になるだろうと、いわゆる

「おもしろさ」を楽しみにしていました。しかし、良い意味で
裏切ってもらい、越山先生の書は私たちの心まで見事に届きま

した。越山先生、ありがとうございました！

ゲストに仁科さんご紹介の伊藤様と仁科さんのご子息、山田
英樹さんご紹介の小西様と仁科メネットがご出席。

2009年６月20日（土）18:00～21:00６月第二例会
ウェスティン都ホテル京都

心に残る引継例会

仁科 保雄

６月20日、香山章治会長の一年間を集大成した引継例会が行

われ、私達がこの年に得た大きな意義を考えながら様々な出来

事を思い出していました。本当に西日本区に誇れる素晴らしい

クラブに成長したな、が実感です。

今年もクラブの諸事業を独自の手法で成功に導き、どの事業

も遜色のない展開をされてきました。会長の人格、人望、人脈、人

生がクラブ運営に如実に表わされた一年であったと感じました。

私は こ

の クラ ブ

の 素晴 ら

しさは、

会 長を い

か に一 年

間 盛り 上

げ、 活 動

し 易く サ

ポートしていける人材が揃っているかという事です。引継例会

の内容のことは言うに及ばず、メンバーの温かい気持ちが一つ

となり何事によらず皆のために、互いに働く事の楽しみを知っ

てくれている事が大きな原動力になっ

ているのだと思います。

私は一年を振り返るときもう26年も

このクラブに在籍させて頂き、眼に見

えない恩恵を受け、これからの人生を

いかにクラブに貢献できるのか、自信

は全くないのですが、 今まで受けた恩

恵を少しでもお返しできればと考えて

います。 本当に香山章治会長ご苦労様

でした。 そして温かいお気持ちをたく

さん頂き有難うございました。

これから会長経験者としてますます

ご活躍ください。これが会長へのメン

バー一同の最大の気持ちであろうと思

います。

メネット出席者：岡本、仁科、山田

まゆみ、山田とも子、柳、勝山、香山、

山口弘子特別メネット

【ホームクラブ200％
出席表彰】

石倉 尚
石村 吉宏
岡本 尚男
金原 弘明
香山 章治
竹田 博和
仁科 保雄
柳 慎司
山口 雅也

【メーキャップ200％
出席表彰】

内田 雅彦
田中 升啓
山田 隆之
山田 英樹

第69回

横浜国際大会ニュース①

大会テーマ

“From Our Hands,
We Pass Nature's Torch”

「『いのち』未来への継承

私たちの地球のために 」

日 程：2010年８月５日（木）～８日（日）

会 場：パシフィコ横浜

宿 泊：ヨコハマグランド
インターコンチネンタルホテル
横浜ロイヤルパークホテル他

登録費：55,000円（早期登録：50,000円）

スポンサー：東日本区

サブスポンサー：西日本区

ホスト：東日本区全７部

香山会長へ感謝楯

大門元会長から熱い抱擁

香山メネット会長へ花束

パープル大賞 石倉さん

山田直前会長の感謝の言葉は
心に沁みました

香山会長胴上げ

パープル賞 出席メネット
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「海の物」を食べている

安部 英彦

僕が継続している事といえば「海遊び」で、毎月ぐらい行っ

てます。だいたい海上釣堀、アオリイカ釣り、サザエ取り、太

刀魚釣りです。

海上釣堀にはお誘いが有った時に行きますが、生簀に鯛やシ

マアジ、青物が沢山入っているので簡単に釣れるのかと思いき

や、なかなか釣れません。海上釣堀はマジで面白いです！ 春

のアオリイカは、１kg クラスでかなり良い引きです。１度釣っ

たらもう止められません！ 最近は全然釣れてくれませんが…。

夏は小浜でサザエ捕り。アワビを捕った時だけ大きな顔で帰

れます。海中生物と戯れて癒されてます！

秋は、東舞鶴でアオリイカか泉州に太刀魚を狙いに行ってま

す。この時期のアオリイカの刺身はとても柔かく美味しいです。

太刀魚も新鮮な物を塩焼きや葱ポン造りで美味しく頂きます。

家族にも好評で、釣りに行きやすいシーズンです。

このように海遊びを継続しているつもりでしたが、実際良く

考えてみると継続してることは、「海の物を食う」の様でした！

うちのご主人様

石倉尚見守り隊
隊長 石倉 カイ

吾輩はイヌである。この家の一員となってどのくらい経つの

か…長男の斉くんが小学生、次男の周くんが幼稚園、京ちゃん

はまだ生まれていなかった頃だから、もう12年になる。そう言

えばキャピタルの15周年誌にも20周年誌にも家族の一員として

載せてもらっている。毎年の年賀状にも登場しているのは皆様

もご存知かな？

吾輩は、玄関を陣取っている。ここで皆を見守っているので

ある。大概寝転んでいるのだが、朝からご主人様が「おハヨ～」

と話しかけてくる。会社へ行くときも「カイちゃん、行ってき

まぁ～す」と…。 夜は、 何時であろうが酔っ払っていようが

「カイちゃん、ただいまぁ～」と、話しかけてくる。吾輩が寝て

いてもである。

吾輩は、イヌである。人間のことばを発声できる声帯を持ち

合わせていないのである。でもご主人様は話しかけてくる。吾

輩もご主人様に応えなければならないと思っている。だから返

事をする。「おハヨ～」と。ご主人様には伝わっていると思う。

いずれ皆様ともお話ができる日が来ると信じている。継続は、

力なり！ ご主人様が12年間も話しかけてくるのだから…

PS．ご主人様はタバコが大好きでやめたことがない。これは、

お勧めできませんけど…

「FM 京都」を聴く

石村 吉宏

特別に実行している事は無いのですが、毎朝、車で通勤の間

に「FM 京都のα-MORNING KYOTO」（月～金 7:00～11:00）

を聴いています。

キャスターの佐藤弘樹さんは大使館任務の経験もあり英語が

堪能で、大人の音楽と最新のニュースや世界の出来事をわかり

やすく伝えてくれます。世界情勢の解説はなるほどと思うこと

が多いです。

聖句の解説 この聖句で述べられている子どもとは、他人
から見れば全く取るに足りない存在です。それを受け入れる
ということは、外からは目に見えない行為です。これが、奉
仕の原点ではないでしょうか。子どものような存在の人々に
仕え、愛すること。仕えられるより、仕えること。これによっ
て、イエスに仕え、神にも仕えるのです。マザーテレサはこ
う言います。貧しい人にふれる時、わたしたちは、実際にキ
リストの身体にふれているのです。わたしたちが、食べ物を
あげる、着物を着せ、住まいをあげるのは、飢えて、裸の、
そして家がないキリストにふれることなのです。

６月６日（土）～ ７日（日）

仁科保雄次次期理事デビュー

村田深砂子

「熊本崇城大学市民ホール（熊本市民会館）」において第12回

西日本区大会「熊本であなたと ともすワイズの灯」が盛大に

開催されました。第一部のオープニングセレモニー、会長のバ
ナーセレモニーが熊本高校オーケストラの演奏をバックに始ま

りました。引き続きヤングワイズメンズクラブの認証式、第２

部３部とプログラ
ムを進行して行き、

待ちにまった懇親

会が熊本日航ホテ
ルで開催され、多

くの方々と懇談の

ひとときを持ちま
した。

翌日は各表彰式

です。香山会長率

いるキャピタルクラブは、 ユースワンコイン献金達成賞、
TOF・CS・FF 献金トリプル達成賞、環境マラソン努力賞、

ノンドロップ賞、出席率90％達成賞、青年会員獲得賞、BF 10
0％達成賞。なんと７つの部門で表彰されました。香山会長は
じめ各委員長の努力の賜物です。その後、理事引継式、役員引

継式が行われ次期理事として仁科さんも紹介されて閉会いたし

ました。
次期は仁科さんがこの舞台に立たれ理事の引継を受けます。

参加されたメンバーは、その姿を想像し気合いを入れておられ

たように思いました。
参加者：石倉、岡本、香山、神﨑、田中（雅）、仁科、幡南、

山田（隆）、八木、柳、村田、岡本メネット、仁科メネット

藤田京都部部長を真中に



八木 悠祐・未穂 ご夫妻 7. 7

メ ン
神﨑 清一 7. 8
メネット
内廣 嘉子 7. 22 柳 早知子 7. 29
コメット
田中 愛純 7. 3 幡南 玲奈 7. 8
山田 隆太 7. 13

７月５・12日 サバエワーク ７月７日（火） 総 会
７月21日（火） 第二例会 ７月28日（火） 役 員 会
８月８日（土） 納涼例会 ８月18日（火） 第二例会
８月22・23日 青い空と白い雲のキャンプ
８月25日（火） 役 員 会

＜報告事項＞
西日本区

第14回西日本区大会ホストクラブ及び開催地について
開催年月日：2011年６月11日（土）～ 12日（日）
ホストクラブ：京都キャピタルクラブ
協力クラブ（予定）：京都エイブルクラブ･京都トップスク

ラブ・京都東陵クラブ
開催場所：京都市内 会場（未定）

三役報告
次々期西日本区理事及び役員に対するクラブとしての支援金の件
勝山ワイズご子息ご結婚お祝いの件

審議事項
各事業委員会後期報告の件 … 承認
後期会計報告の件 … 承認

＜各事業委員会報告＞
Ｙサ・ユース 下半期事業報告と会計報告
地域奉仕・環境 下半期事業報告と会計報告
ド ラ イ バ ー 下半期事業報告と会計報告
交 流 下半期事業報告と会計報告
フ ァ ン ド 下半期事業報告と会計報告
広報・ブリテン 下半期事業報告と会計報告
Ｅ Ｍ Ｃ 下半期事業報告と会計報告

＜報告事項＞
西日本区 西日本区役員会７月11日～12日 仁科次次期理事
京 都 部 京都部長公式訪問７月21日 第二例会
ＹＭＣＡ ６月28日（日）リトセン準備ワーク
＜各事業委員会報告＞
Ｙサ・ユース Yサアワー例会12月１日
地域奉仕・環境 HIV/AIDS活動支援例会２月２日
ド ラ イ バ ー ７月７日第一例会総会
交 流 IBC 招待・DBC 訪問の検討
フ ァ ン ド ７月第一例会物品販売（お酒）
広報・ブリテン ホームページアンケートの依頼
Ｅ Ｍ Ｃ 少人数別 EMC 座談会の開催
＜審議事項＞

事業委員会 事業計画案承認
年間スケジュール案承認
予算案承認

＜そ の 他＞
三役会 ７月23日（木）わこん
役員会 ７月28日（火）ウェスティン都ホテル京都
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東日本区大会に出席して
山口 弘子

6月13日北海道十勝プラザ
において、第12回東日本区大
会が開催されました。

京都クラブ６名、ウエスト
クラブ３名、プリンスクラブ
２名、キャピタルより、岡本
ご夫妻と私とで参加しました。

私達は12日の前夜祭からの参加で、十勝クラブの方々、東京ク
ラブの方々と久しぶりの再会を喜び合いました。しかしあまり
の寒さには、驚きました。

大会は西日本区16クラブ、東日本区62クラブの435名の参加
で開催されました。今期は２クラブが誕生し、あと５クラブが
誕生準備中ということでした。

はじめにとかち帯広 YMCA 幼保園のかわいい子供さんたち
の歌で始まり、そして各クラブ表彰では、最優秀クラブ賞は十
勝クラブとなりました。次いで理事引継式となり、竹内元国際
会長を立会人として、清水弘一理事より原俊彦新理事に引継が
れました。西日本区の引継式と、また違った粛々とした式典で
した。

晩餐会は十勝クラブからの材料の提供もあり、北海道の幸を
いただきました。

尚、大会終了後翌日から１
泊２日のオプションツアーで
知床・網走刑務所に出掛け、
堀明美さんもここからの参加
で、お元気に皆で楽しい旅を
しました。

遠くにありて親しいワイズ
メンとメネットにお逢いし、印象に残る大会でした。

西岡義郎主事逝去
2009年５月30日、西岡義郎さんが神に召さ

れました。ちょうど京都 YMCA 定期会員総
会の礼拝がはじまり、総会に出席されたみな

さんとヨハネによる福音書17章21節を拝読していた頃でした。
同志社香里中学時代に世光教会に出会われ、同志社大学

神学部で学ばれ、近江八幡 YMCA、京都 YMCA で奉職
されました。体育・野外事業、会員活動、総務、リトリー
トセンターや（財）京都市ユースサービス協会出向と、多
岐にわたる仕事や多数の対外関係の職務を担ってください
ました。

いつも穏やかな笑顔を絶やすことなく、大好きな YMCA
に集う会員・リーダー・スタッフとともに永い間歩まれま
した。

昨年11月に京都 YMCA を定年退職され新たなスタート
を切られたばかりのときに訪れたあまりにも早い西岡さん
とのお別れが、まだ信じられない思いです。

神のみもとで御霊が安らかでありますようにとお祈りす
るばかりです。 （神﨑清一）


