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『見よ、わたしは新しい天と新しい地を創造する。初めからのことを思い起こす者はない。』
（イザヤ書

第65章17節）

昔、むかし B F は…
ファンド・BF 委員長

今から26年前のキャピタルクラブチャーター
の頃は、文章を送る通信手段のほとんどが郵
便でした。FAXが使われるのはずっと後からです。クラブで
も、例会出欠を取るのも往復葉書で、記念切手は価値が高い
ので、多くの使用済み記念切手を生み出すため、小額の記念
切手をギザギザが折れない様にしっかりと貼って出しました。
これは書記にとって大変な仕事の一つでした。当然の事なが
ら今とは比べ物にならない位使用済み切手が集まりました。
BF委員会に配属されると、皆が憂鬱になりました。なぜな
ら、委員会に集まって最初に渡されるのが、一回分のみかん
箱ぐらいのダンボール一杯にぎっしりと入った古切手。
自宅に持ち帰ってからが大変です。
バケツを用意し、先ず、貼ってある台紙から切手を剥がす
のです。寒い時は水ではなかなか剥がれず、お風呂のお湯と
かを使って何度も水を替えて、糊分を無くします。早く終わ
らそうと大量に水に漬けると後で大変な事になります。

10月 B F

石

村

吉

宏

今度は、剥れた切手を新聞紙等の上で少し乾かし、その後
に電話帳や新聞の間に一枚ずつ重ならないように挟み、上か
らシワにならない様に重しをかけます。ここで良く糊がとれ
てないと、貼り付いてしまいやり直しです。この作業が大変
手間が掛かり、濡れて弱く破れやすくなっている切手を傷付
けない様きれいに挟んでいくのは本当に大変でした。
何日も乾燥した後、委員会に持ち寄り、同じ種類の切手を
仕分けして105枚ずつ束ねて紙の帯で留めました。
この作業の間、話をしながら先輩にクラブの事、その他の
事を色々と教えて頂いたことが良い思いでとなっています。
フルグラント（３〜５週間）とパーシャルグラント（国際
大会参加のみ・今回は横浜の大会）の案内が来ています。わ
がクラブも毎年 BF 達成賞を頂き、申し込み資格があります
ので、９月１日付けのファンド事業通信をご参考に、何方か
世界に飛び出すチャンスを是非とらえてみてはいかがでしょ
うか。

切手整理作業を通してクラブ内でのコミュニケーションを！
奥田

一彦ファンド事業主任
（大阪サウスクラブ）

在籍者数
第一例会
第二例会
出 席率

30名
27名
28名
100％

切
手
現
金
累計切手
切
手
累計現金
ＪＷ Ｆ
Ｅ
Ｆ
ＪWＦ累計
Ｅ Ｆ 累計

0g
0円
0g
円
3,800円
0円
0ドル
0円
0ドル

第一例会
第二例会
累

4,000円
0円

計 51,000円 累 計

0円
19,180円

献
血
成
分
累
計
成分累計

800cc
0名
1,200cc
0名

９月例会 117.44kg
（ペットボトル換算
28,545本）
累
計 293.78kg
（ペットボトル換算
73,642本）

第一例会 3,480円
第二例会
0円
今期累計 12,498円
累
計 349,673円
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2009年９月１日（火）19 : 00〜21: 00
ウェスティン都ホテル京都

９月第一例会

100年の間に激しい時代を生きている
今日。お米をどんどん作るからお米を

時代の変化と
行政、政治、司法の変化

あまり作らないようにとか、子供をつ
くり過ぎない！ から少子化で子供を
作ってほしい。栄養不足で貧困問題か

村田深砂子
本日は、10月10日に５周年記念

らメタボに要注意！など世の中の価値
観が反対、変動しています。またこの

協力お願いでニコニコ

大門さん
たびの政権交代もそのあらわれではな
いかと。
結婚式のスタイルも、仕事をしていて思うのですが、ほんの

トスピーカーには、京都府京都文
化博物館館長、弁護士であられる

10数年前よりかなり変化しています。裁判員制度も導入され、
本当に急激な時代背景の変化を実感し、世間においていかれな

元京都府知事の荒巻禎一様をお招
きして、「時代の変化」について
ご講演いただきました。

いようアンテナを張らないといけないなぁと思いました。
HB・HA は両方とも欠席の為省かれましたが、ふと今日、
９月１日は亡き堀さんのお誕生日だなぁと思いました。

会長と荒巻様（右）

例会をされる京都ウェルワイズメ
ンズクラブ会長の中村さんがアピー
ルにお越しくださいました。ゲス

20世紀初めの人には想像も出来ないくらい世の中は変化し、

2009年９月13日（日）15 : 00〜20: 00
京都全日空ホテル

９月第二例会

を、私たちに向け真剣に語っ
ていただきました。

第14回 京都部部会開催
八木

悠祐

門川京都市長はじめ藤井次期国際会長、原東日本区理事、鈴
木西日本区理事他、京都部以外のクラブからも参加者があり、
470名余で盛大に京都部会が開催されました。
今年は洛中クラブの主催で式典、講演、懇親会の三部構成で
行われました。
講演には横田滋、早紀江夫妻においでいただき、北朝鮮拉致
の経緯を事細かにご講演いただきました。めぐみさんの事、拉
致の状況の事、拉致が発覚した時のこと、日本政府の対応、拉
致被害者を救う会の活動など、事細かにお話いただきました。
新聞やテレビの報道で、拉致のことについては知っているつ
もりでしたが、改めて拉致事件に対し、憤りを感じずにはいら
れませんでした。事件当日のめぐみさんの足取りや、周辺状況、
事件発生後の新潟県警の初動捜査など、思い出すのも嫌な記憶

私自身、新聞やテレビの
報道などで事件のこと知っ
てはいましたが、どこか他
人事のように考えていたと
思います。ご夫妻のお話を
おうかがいし、いつ誰の身
に起こってもおかしくない、
日本国民全員の問題なのだ

横田夫妻

と改めて再認識しました。
今後、できるだけ早く拉致
の問題が解決し被害者の方々
を全員奪還できることを祈
るばかりです。
懇親会では、各部会の派
手なアピールタイムやジャ

「ハイ チーズ」
ニコニコですよ。
幡南さん、金原さん、村田さん

ズの演奏などで大変盛り上
がり、テーブルを行き交い握手やお酌する人たちの笑顔があち
こちで弾ける賑やかな会となりました。
大盛況のうちに散会となりました。皆さん、また来年お会い
しましょう !!
聖句の解説 聖書を読みますと、気づくことは、神が何事かをし
ようとしておられる時には、必ず人を用いられるということです。
イザヤ（前742〜701年）は、南王国ユダに生まれ、神の言葉を伝え
るために召された最も偉大な預言者です。
「誰を遣わすべきか」（イザヤ６章８節）。神のこの呼びかけを聞
いたイザヤは、「わたしがここにおります。わたしを遣わして下さ
い」（イザヤ６章９節説）と、躊躇なく応答しました。イザヤの語
らねばならないメッセージは、決して容易なメッセージではありま
せん。彼の果たすべき使命は、決して安易な使命ではありません。

2010年横浜国際大会、あと308日 !!
登録費 55,000 （早期登録 50,000円）
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主よ、今日一日 貧しい人や病んでいる人を助けるために私
の手をお望みでしたら 今日私のこの手をお使いください
（マザー テレサ）

○

愛犬（ギン太）と一緒に生活して11年（現在12才でぼちぼち
お別れが近いかも…）

○

嫁と一緒に生活して20年（最近不機嫌でギン太と同じ状態に
なるかも…）

○

親元を離れて32年（盆と正月に必ず田舎へ帰りお墓参り）

○

最近は45才を過ぎたあたりから、少々体力の衰えを感じ始め
ています。

○

朝バナナ…

昼食後は、春夏限定で御所の内回りを１周（実行した時は気
持ちがいい）

金原

弘明

○

日曜日は、汗をかくためにゴルフ練習場へ行ってます。

○

50才になったら、やさしい山登りなんかを始めてみたいと思

クラブでもメタボチームにカテゴリーされ、家族からもメタ
ボと言われ、一念発起したダイエット。当初は、スポーツクラ

います。
○

仕事も遊びもまだまだやるぞ〜っ！

ブに入会し、何とかしようと思いましたが、毎月お金だけが飛
んでいき、当然のように挫折…

でも、すべては体が資本。

そんな中、去年の秋から始めた「朝バナナ」は、今なお継続
しています。最近少しリバウンド気味ではありますが、一時期
は、ウエストは、ベルトの穴１個半ほど細くなり、体重は９ kg

おいしい食事とお酒とヘタなゴルフが、いつまでも楽しめま
すように…
健康を維持する為の第一歩、続けていきたいと思います。

弱の減量を達成しました。これからも、この「朝バナナ」は続
けていきたいと思っています。
この原稿を書くにあたり、継続してやっていることが殆ど無

人づきあいを継続し、献血断念

い自分に改めて気付かされました。そう言えば、最近大リーグ
で９年連続200本安打を達成したイチローの座右の銘は「継続は
力なり」だったと記憶しています。日々の地道な練習、休みの
日でも絶対に欠かさないトレーニング…恐らく、高い目的意識
を持っているからこそ続けられたのだと思います。
私も自分を磨く為に最近始めたことがいくつかあるので、高
い目的意識を持って、これらをずっと続けていけるよう、頑張
りたいと思います！

神﨑

清一

続けられていることは１つ、続けたいのにしばらく断念せざ
るを得ないことが１つそれぞれにあります。
私は健康が与えられ、腰痛以外には大きな病気をせずに先日
56歳を迎える事が出来ました。幼少の頃から元気でこれといっ
た病気もせず、バスケットをはじめ動的な運動をしていたわり
に突き指、捻挫程度の怪我しか経験がありませんので入院した
事もありません。
また、まわりの環境にも恵まれ長い学生生活は、小中高と皆

健康増進と道を求めている真只中

勤賞をはじめ大学でもいわゆる公欠以外で休んだ記憶がありま
せん。あわせて、人と一緒にいるのが好きだということもあり

香山

章治

私の継続していることというと、人に自慢出来ることはあま
りなく…

ますが、依頼や会合には、スケジュールが重なっていない限り
お誘いがあればできるだけお断りせず出席をさせていただいて
います。
ただ最近、夜遅く食事をすること、運動不足などから肝機能

○

測量設計という仕事に携わって27年（独立して10年）

の数値が悪く、これまで続けて100回をめざしていた献血（現在

○

ゴルフを15年程やっていること（現在 H.C 15でこれ以上うま

67回）が出来なくなって、やむなく中断しています。何をする

くなろうという努力はしていない）

にしても健康な心とからだが大切ですね。

YMCA リトリートセンター

森

繁樹

参加者：石倉、石村、内田、大山（謙）、
岡本、金原、勝山、菅原、竹田、森、
山田（隆）、山田（英）、柳、山口（雅）、
正子・ダルマパーラン、山口（弘）、
勝山憲子メネット、山田（英）、山口
コメット

９月５日（日）、晴天の中、リトリートセンターにおい
てリトセン秋の準備ワークが開催されました。メネット、
コメットを含め総勢19名の参加でした。作業は９時30分か
ら始まり、メンバー全員が一致団結しての作業のお陰で１
時過ぎには綺麗に草刈りも終えて作業は無事終了しました。
今回は女性３名が出席され、男性が気が付かない細かな
場所の草刈りもされいつもより更に綺麗になりました。
昼食はカレーライスとゆで卵で、空気がいい場所で、体
を動かした後の食事は、たいへん美味しく感じられました。

ご苦労さまでした

ニコニコ覚悟の反則 !?
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第24回ふれあい広場開催
９月27日
（日） 天満天神繁昌亭
大山

孜郎

今年のふれあい広場は、大阪市の
天満天神繁昌亭と、大阪 YMCAで行
われました。総勢100名が、２台のバ
スに乗って、天満宮にある繁昌亭に
向かいました。繁昌亭では、参加者
の大部分が、生の落語を聞くのは始
天満天神繁昌亭
めてということもあり大いに盛り上
がりました。
その後、大阪YMCAへバスで移動し、９階の大ホールで豪
華な弁当です。
昼食後は、たっぷりと時間を使っての懇親の一時がもたれま
した。先ずこおろぎの皆様による朗読が披露され、次に京都視
覚障害者協会の会員でこおろぎのリスナーの参加者全員からの
コメントがあり、その後我がキャピタルの誇るウクレレバンド
の演奏にあわせて全員で歌い、我々
キャピタルメンバーも各々自己紹介
を行いました。
最後は今回のイベントの立役者で
ある内田CS委員長の挨拶で締めとな
り、再びバスに乗って京都に帰って
ウクレレバンド
きました。みなさまお疲れさま……。

天満宮前で記念撮影

第69回 横浜国際大会ニュース ④
ユースコンボケーションの大会概要
International Youth Convocation in
Japan,2010
テーマ Make a change, be the change
日 程 2010年８月２日（月）〜８日（日）
会 場 東山荘および富士山 YMCA
想定参加者数 海外より80人、国内より60人
登録費 ￥40,000（2010年４月30日まで）
￥45,000（2010年５月１日以降）
テーマ 「環境」関連
主なプログラム
基調講演／分団討議／テーマ別討議／野外活動等
ユー ス に関 して は 、 '09 〜 '10 年 度 「 HANDBOOK &
MEMBERSHIP ROSTER」の49頁から始まる 「ワイズ
用語抜粋の No.7、26、38、72、73、75を参照。今年度は
「Ｙサ・ユース献金として一人1,500円の目標（45頁参照）
があり、参加する若者に支援することはワイズメンズクラ
ブの大きな目的の一つです。クラブからはコメットを出し、
クラブからも一部を支援しましょう。
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10月６日（火） 第一例会
EMCアワー例会
10月20日（火） 第二例会
お楽しみ例会
10月27日（火） 役員会

山口 雅也・重子
石倉
尚・博子
神﨑 清一・陽子

メンバー
田中 雅博
内廣
健
メネット
岡本
都
大門 洋子

10．13
10．19
10．17
10．17

11月10日（火） 第一例会
11月17日（火） 第二例会
CSアワー例会
11月24日（火） 役員会

ご夫妻
ご夫妻
ご夫妻

10．3
10．12
10．30

石倉 博子
コメット
田中隆之祐
内田 沙良
内田 紗里

10．19
10．20
10．31
10．31

＜報告事項＞
西日本区
中西部部会 ９月26日（土）
瀬戸山陰部部会 10月３日（土）
びわこ部部会 10月４日（日）
九州部部会 10月10日（土）
西中国部部会 10月24日（土）
仁科次期西日本区理事が出席されます。
京 都 部
ワイズデー 11月１日 ひとまち交流館 10時〜
EMCシンポジウム 10月16日 全日空ホテル
ＹＭＣＡ
11月１日（日） 国際協力街頭募金
11月15日（日） オータムフェスタ リトリートセンター
三役報告
ふれあい広場 天満天神繁昌亭 ９月27日 33名参加
京都ウェルクラブ５周年記念例会 10月10日（土） ５名参加
＜各事業委員会報告＞
Yサ･ユース オータムフェスタ 11月15日／地域奉仕･環境
CSアワー例会 11月17日「虹のつばさ」／ドライバー 10月
第二例会「お楽しみ例会」／交流 DBC２月又は３月検討／
ファンド ジャガイモ986箱 カボチャ156箱／広報･ブリテン
11月号記事予定確認／EMC 10月第一例会 EMCアワー座
談会
編集後記
３年前に京都キャピタルワイズメンズクラブに入会させてい
ただいた頃のお腹まわりは85cmでした。先日測ったら100cm
になっていました。次の３年後は何センチに
なっているのでしょうか。
話しは替わりまして、Let's beginではあ
りませんが、 毎日、恵まれない方のために
「１クリック」寄付を始めました。１日１回
クリックすると、協賛企業が慈善団体に寄付
してくれます。
「１クリック＝１円」１円×８社＝８円／日、
８円×31日＝248円／月、８円×365日＝2,920
円／年になります。今、自分がここにいられる
ことに感謝し、１日１回クリックしています。
http:／／www.dff.jp／
（森 繁樹）

