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『わたしの目にあなたは価
あたい

高く、貴く』（イザヤ書 第43章４節）

９月 Menette
メネット主導でメンとメネットが楽しく参加できるような例会を企画し
親睦を深めましょう。メネットの少ないクラブはお友達を誘って参加す
ることを心がけましょう。 森 愛子メネット事業主任

（神戸クラブ）

在籍者数 30名
第一例会 28名
メネット 5名
ゲ ス ト 2名
第二例会 28名
出 席 率 100％

切 手 0 g
現 金 0円
累計切手 0 g
累計現金 3,800円
Ｊ Ｗ Ｆ 0円
Ｅ Ｆ 0ドル
ＪWＦ累計 0円
Ｅ Ｆ 累計 0ドル

第一例会 25,000円
第二例会 8,000円
累 計 47,000円

酒ファンド 500円
（８月の売上に追加）

パンファンド 3,000円

累 計 19,180円

献 血 400cc
成 分 0名
累 計 400cc
成分累計 0名

８月例会 125.91kg
（ペットボトル換算

32,630本）
累 計 176.34kg
（ペットボトル換算

45,097本）

第一例会 0円
第二例会 3,729円
今期累計 9,018円
累 計 346,193円

無理なく自然体で
プログラムにメネットをお誘いください

メネット会長 勝 山 憲 子

21年ぶりにメネット会長をお引き受
けすることになり、改めて気が引き締

まる思いです。今期、キャピタルクラブのメネット
会の方針として、瀬本会長の基、メンの活動のお手
伝いをすることと、無理なく自然体で楽しいメネッ
ト会を目指していきたいと思っています。

昨年、主人が YMCA サービスの委員長をしてい
た関係で、私も一緒に出かけることが多く、いろん
な事業に参加させてもらって思ったことは、キャピ
タルクラブのメンバーは、羨ましいくらい皆仲良く、
いつも楽しく活動されています。日頃、育児や介護、
仕事など何かの事情でなかなかメネット活動に参加
できないメネットさんも、メンと一緒にワイズの活
動に参加されてはいかがでしょうか。

私自身、子供が小さい時は、外に出にくく、メネッ
ト会にもあまり参加できませんでした。だけど主人

が YMCA のリトリートセンターやサバエのワーク、
ファミリー例会など家族で参加できる時は一緒に行
くようにしていたので、私は大変でしたけれど、出
かけてみるとやっぱり行って良かったと思うことが
多々ありました。メンの皆様、是非メネットさんに

「一緒にいこう」と誘いの声かけていただきますよう
お願いいたします。そして、メネットの皆様も無理
なく自然体でワイズの活動に参加されますことをお
奨めします。

来年、2010年には横浜で第69回国際大会が開催さ
れます。ワイズメネットプログラムとして絵本交換
や平和の折り鶴、“ペンギン”作りが企画されていま
す。キャピタルのメネット会もこの一年、より厚い
親睦と交流を深め皆様と共に東西日本区並びに京都
部のメネット事業に協力できますよう、よろしくお
願い申し上げます。
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2009年８月８日（土）18:30～21:00８月第一例会
清 和 荘

昨年度の「YMCA支援目録」
を神﨑総主事（右）に香山直
前会長より贈呈

唯一のゆかた男
ご機嫌の竹田さん

何かいいこと
あった？
安部さん

「当たり」にさせられた？
金原さん 菅原さん 仁科さん
岡本さん 幡南さん

記念に一枚 !! カシャッ

親睦が深まった納涼例会

森 繁樹

京・伏見、料亭旅館清和荘に於
いて納涼例会が開催されました。
通常例会より30分早い18時30分に
スタートし、瀬本会長の開会宣言、
ゲスト紹介、会長挨拶、委員会報
告、神﨑総主事の食前感謝、山田
英樹次期会長の乾杯と移り会食に
入りました。

料理の方は、和を基本としな
がらも、トンカツなどの洋食も
あったりで、たいへん美味しく
料理をいただきました。最後の
そうめんは暑いこの時期には最

高でした。
会食の途中でのメンバーゲストタイムでは、ゲストの皆さ

んが緊張するでもなく、ハキハキとスピーチされていたのが
印象的でした。

その後の、ドキドキ★ニコニコタイムでは、当たり紙を事前
に椅子の下に貼って置くという、今までにない斬新なやり方の
ニコニコで、そのお陰で、多くメンバーからのニコニコが集まっ

たようです。これか
らは、座る前に椅子
の下を見てから座る
習慣がつきそうです。

最後は、石倉副会
長の閉会挨拶で、無
事８月納涼例会が閉
会となりました。

ゲスト：清水流美
さん、村澤 正さん

メネット：内廣嘉
子さん、岡本 都さ
ん、勝山憲子さん、竹田倫子さん、仁科節子さん

2009年８月18日（火）19:00～21:00８月第二例会
ウェスティン都ホテル京都

大人のワイズメンとして
子どもに背中を見せられますか

森 常夫

残暑厳しいおり、多くの出席者の中、
会長挨拶で会員増強を提唱され、ファ
ンド委員会よりワイズポテトのお願い、
EMC 委員会は会員増強、Yサ委員会は
リトセンワーク、等いろいろ報告があ
りました。

東京クラブから郡山千里さんがゲス
トで参加してくださり、食事後今日の
ゲストスピーカー 光徳小学校校長岡本
茂様が「人を大切にするために大人は
何をしたらいいのでしょう」のテーマでお話くださいました。
「子供は変わったでしょうか」「どんな子供にしたいか」「大

切な子供を育てる為に」「大人を見ている子供は育つ」「明るい
大人ですか」「元気な大人ですか」「人を大切にする大人ですか」

「こんなことをしていませんか」「こんな子と言うてませんか」
「しんどいですか」「人を大切にする子供を育てるために」

上記のテーマで一つ一つタイトルごとに補足され説明して下
さいました。話の中で大人の背中を子供に見せられる生活をし
なさい。家庭も周りも子供に注意を払いながら見回り、より良
き環境を作り上げたいものです。先生の立場、PTA の立場、
一般の立場、それぞれの見る立場の違いを克服し、より良き社
会を作りましょう。

今月は釣り同好会、パープル会等開催され、クラブ員の親睦
が大いに図られた８月でした。

郡山さん（右）に会長
よりバナレット贈呈

聖句の解説 創造主なる神は「わたしは あなたを贖う。」（１節）と言われます。なぜなら「あなたは価高く、貴いからだ」というのです。
商人は「高価な真珠を一つ見つけると、出かけて行って持ち物をすっかり売り払い、それを買う。」（マタイ13:45）と主イエスは譬えます。

キリスト誕生の時のローマ皇帝アウグストゥスの治世には真珠、香料、象牙の代価としてローマの貨幣が洪水のようにインド、アラビアに
流出しました。その価値を知る者は、どんな代価を払っても贖い取ろうとしたのです。

この章の１節には「今、こう言われる」と記されています。今、この時、主はどんな代償を払っても贖おうというのです。その代償に主な
る神は、み子の生命を支払われたのです。み子の生命に値するほど、私たちが価高く、貴いと言うのです。あなたの存在は、神がそのみ子の
命をもって贖いたいと思うほどに貴いのです。

主は、天の国を「持ち物をすっかり売り払う商人」にたとえられました。それ故に、自分自身が他者の尊厳を認め合いすべてのいのちを大
切にしたいものです。
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毎日ではないけれど、
継続して実行していることと言えば…

大山 謙一

「継続は力なり」とは、私には耳が痛い言葉。果たして「継

続して実行していること」があるだろうか…。

毎日ではないが、継続して実施していることを考えてみる

と…高校２年の時、熱心（でないときもあったが…）なクリ

スチャンになってから20年以上（父親より長い）が経つ。

現在進行形で実施していること。これは幾つかあげられそ

うだ。

①2003年、北海道から京都に帰ってからの日曜日は、極力礼

拝に行くようにしている。これは６年間持続的に続いて

いる。

②キャピタルクラブに内

田さんとともに入会し

て、12月23日でまる2年。

③一番最近では、ウクレ

レ。勝山さん指導のも

と楽しく継続している。

負担にならず、楽しん

で継続できそうなことばかり。

ウエルネス的な生活を心がけて

岡本 尚男

運動、栄養、休養、ストレス対策を意識して、心身共に健

康で真面目に生き抜くことを目標に取り組んでいることを羅

列します。

①１日１万歩。東京クラブのプログラムに参加。平均１日

６～７千歩。バス、電車で車には乗らない。②酒類は控え食

事は好き嫌いなく、ほぼ定時に一口30回以上咀嚼。食後の歯

磨き。③早寝早起き。大体6時前起床、22時頃就寝。起床時

に水分補給。④仏壇の水換え。先祖、両家の両親、兄弟、友

人たちに合掌。⑤約束した会合には30分前に到着。⑥ワイズ

の例会に出席。それ以外のワイズ関係の会合への案内には、

日本区理事をさせていただいた恩返しに出来るだけ参加。⑦

毎年健康診断受診。フォローアップ検診を３～４ヶ月ごとに

受診。⑧短歌結社の、月２回の歌会に参加。１年間分の歌を

1冊に纏める。⑨出処進退を心がけ、引受けた役職、依頼され

た事は誠意と責任をもって対処。⑩日記をつけ、新聞と読書。

年間・月間予定整理。⑪家事手伝い。⑫仕事は、社長の補佐

役に徹する。⑬会合や頂いた手紙・メールなどへの返事や礼

状はすぐに出す。

散歩とウクレレ

勝山廣一郎

月に一、二度、休日の午前、三井寺へ抜ける道、「小関越

え」（現在の国道一号線の裏道）の麓にある「藤尾神社」（藤

尾奥町）まで往復約４km を一時間ほどかけて歩いています。

藤尾川のせせらぎを聞き、野の草花や山あいの緑が目に入る

風景で心が和むひとときです。

もう一つは疎水沿いの道です。春は桜で有名。新緑の頃は

美しく芽吹き鳥が囀り、秋は木々の葉が色づき、四季折々の

景色を堪能しながら森林浴に浸っています。その途中にある

「一燈園」の庭園を眺めるのも楽しみの一つです。

さて、数年前よりクラブメンバーの何人かがウクレレの演

奏をしたいとの雰囲気が盛りあがり、今年１月より月に１回

練習することになりました。ポップス、ジャズ、クラッシク、

本場のハワイイアン、四季折々の童謡など、ジャンルを問わ

ず、わいわいがやがやと楽しんでいます。皆様もご一緒に始め

ませんか？

第９回 パープル会ゴルフコンペ

山口 雅也

８月９日（日）日清都 C. C. にて第９回パープル会のゴルフ

コンペが開催されました。

当日は、朝から雨模様でパープル会におられる数名の雨男の

力が健在と思いきや、スタート後 2, 3 ホールを過ぎると雨も

上がり、曇り空、強風の中のラウンドとなりました。

私は今回が初参加ということでしたが、同じ組の香山さん、

大山孜朗さん、八木さんも気を使っていただいて、楽しくラウ

ンドすることができてホッとしました。楽しいエピソードなど

もあったのかもしれませんが、なにぶん私が自分のことで一生

懸命で、詳しくお伝えできなくて残念です。次回はもう少し周

りを見られるよう、腕を磨こうと思っています。

そして、まずは背中の見えている約２名を引きずりおろすこ

とを目標に、リベンジを固く胸に誓ったコンペでした。（なん

てネ…）（笑）

結 果：優勝 橋本さん 第２位 香山さん 第３位 山田隆

之さん

参加者：石倉・大山孜郎・金原・香山・大門・仁科・橋本・幡

南・八木・山口・山田隆之・山田英樹（敬称略）



平和のペンギン作り
８月24日（月）AM10時～ ㈱洛陽の会議室にて、

2010年横浜国際大会メネットプログラムの会場に
飾られます、平和のペンギン作りをしました。

流石、キャピタルのメネット、アッと言う間に
130余りのペンギンが折り上がりました。後で内田さん差し入
れのパンをいただきながら、いろんな話をして和気あいあいの
うちに終えることができました。参加下さいましたメネットさ
んはじめ、岡本さん、内田さん本当に有難うございました。感謝
申し上げます。 （勝山憲子）

参加者 石村、内廣、岡本、勝山、香山、菅原、仁科、柳、
山田（ま）、ダルマパーラン

吉井 崇人・香月 ご夫妻 9. 17

＜報告事項＞
西日本区

中 部 部 会 ９月６日（日） 六甲部部会 ９月12日（土）
阪和部部会 ９月19日（土） びわこ部部会 10月４日（日）
仁科次期西日本区理事が出席されます。

京 都 部
京都部会9月13日 全日空ホテル 35名が出席します

ＹＭＣＡ
９月６日（日） リトセン秋の準備ワーク 19名参加
８月29日（土） 兵庫県佐用町災害復旧ボランティア

三役報告
ふれあい広場 天満天神繁盛亭 ９月27日 30名参加
京都ウェルクラブ５周年記念例会 10月10日（土）

＜各事業委員会報告＞
Ｙサ・ユース リトセン秋の準備ワーク ９月６日
地域奉仕・環境 ふれあい広場 ９月27日
ド ラ イ バ ー EMCアワー例会 10月６日
交 流 DBC訪問の検討。

東京クラブ確認
フ ァ ン ド ジャガイモ 1,800円

カ ボ チ ャ 2,200円
広報・ブリテン 10月号記事予定確認
Ｅ Ｍ Ｃ EMC座談会実施から報告書まで

編集後記
私事ですが先月、レーシックの手術をしまし

た。0.08の乱視が右目1.5、左目2.0に回復しま
した。手術は両目20分程度の簡単なものでした。
翌日から眼鏡なしの生活が始まり、今ではこれ
が当たり前になりました。今年のお正月に３つ
の計画を立てました。１つ目は、一眼レフのカ
メラを買うこと、２つ目は、レーシックの手術
をすること、３つ目は、スポーツタイプの自転
車を買いダイエットすることです。残すところ
は一番難しいダイエットです。結果報告は１月
号の編集後記で。 （森 繁樹）
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香山 慶子

８月３日の月曜日にメネッ
トの懇親会で醒ヶ井の梅花
藻を見学に行きました。地
蔵川の水がとても透明度の
高い湧き水で、川のそばに
行くとひんやりとして気持
ちがよく、藻がゆらゆらと
流れに沿ってゆれていて小
さなかわいらしい花が咲い
ていました。少しの間でも暑さを忘れることができました。

醒ヶ井は養鱒場の有名な場所と言うこともあって昼食は鱒料
理を「本陣樋口山」と言う所で綺麗なお庭を見ながらいただき
ました。とてもおいしかったです。

この辺りは中山道の宿場町で散策をしながら歩き、道沿いに
は野菜や果物が売られていて、みなさんそれぞれに買われてい
ました。ちなみに私は［なし・パプリカ］を買いました。最後
にみなさんでカキ氷を食べて帰りました、とても楽しい懇親会
を計画していただき有難うございました。

参加者７名 内廣嘉子、岡本 都、勝山憲子、仁科節子、柳
早知子、正子・ダルマパーラン、香山慶子（敬称略）

第69回 横浜国際大会ニュース③

大会プログラムの概要が見えてきましたの
で、主なものをご紹介します。

開会式（８／５午後）：世界72カ国・地域の
代表が、国旗を掲げて順に入場、登壇。厳粛
で感動的な場面です。藤井寛敏国際会長の就
任式もあります。

日本の祭り（８／５夕食）：室内空間に設け
た櫓を中心とした夏祭りを演出。日本各地の

盆踊りを競演しましょう。会場では屋台やエンターテイメ
ント、屋外の公園や海岸も交流の場になります。

メネットプログラム（８／６午前）：お手玉、折り紙など
「日本の遊び」を体験していただきます。

国際会長主催の晩餐会（８／７夕食）：ダンスタイムもあ
り、盛装してご参加ください。ユースコンボケーション参
加の若者たちも合流。世代を超えて最後の夜を楽しみます。

閉会式（８／８午前）：日曜礼拝に続いての閉会式。再会
を願ってのお別れ、そして希望者はオプショナルツアーへ
出発していきます。

大会のテーマの環境問題、日本らしさ・横浜らしさのプ
ログラムにご期待ください。

９月１日（火） 第一例会
９月６日（日） YMCAリトセン

秋の準備ワーク
９月13日（日） 第二例会

（京都部部会）

９月27日（日） ふれあい広場
９月29日（火） 役員会
10月６日（火） 第一例会
10月20日（火） 第二例会
10月27日（火） 役員会

メンバー
菅原 樅一 9. 11

特別メネット
山口 弘子 9. 16

メネット
菅原由利子 9. 20
山田とも子 9. 20

コメット
山口昴一郎 9. 9
山田 智也 9. 12
石倉 斉 9. 27


