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『あなたたちは聞くには聞くが、決して理解せず、見るには見るが、決して認めない。』
（マタイによる福音書

第13章14節）

あけましておめでとうございます
会

７月より27期の会長を仰せつかり、早く
も半年が過ぎました。この間三役、委員長
の皆様をはじめメンバー全員のご協力に心より感謝申し上
げます。
今期、
『Ongoing Legacy, and Brotherhood 継続、
そして結びつき』を会長主題とさせていただきました。委
員長はじめ皆様のご理解の元に、今期前半の事業が進んで
きたことを嬉しく思います。
前年度は25周年という大命題の下、大きな盛り上がりを
見せた一年でした。周年事業の翌年は士気が下がるとよく
耳にしていたせいか、期待に満ちたと言うより不安の方が
大きい中でのスタートとなりました。しかしここまでの半
年間は、 そのようなことを感じることなく、大いに盛り
上がったように思います。そしてそれぞれの事業が、また
各委員会担当の例会が素晴らしいものとなりましたことに、

１月 IBC･DBC

長

瀬

本

純

夫

大きな喜びを感じております。残り半年も大いに楽しみな
がら皆様と共に過ごせることが確信出来たのも、各事業委
員長のお陰と感謝しております。
次期においては、西日本区理事に仁科さんを輩出し、西
日本区大会をホストする栄誉が与えられております。そし
てそれぞれにおいて十分な働きが出来るよう、残り半年の
間にメンバー全員が一致団結して準備に努めていきたいと
思います。
最後になりますが今期の目標の一つでもありますメンバー
増強に関しては EMC 委員会並びにドライバー委員会の連
携により、これまでにない取り組みをしていただきました。
種まきが終わり、あとはどれだけ実りあるものとなるかで
す。次期に向けて是非目標の５名増を達成しましょう。そ
のためにも今後もメンバー全員で、今の気持ちを忘れるこ
となくメンバー増強への活動を推し進めていきましょう。

BC との交流プログラムを企画し実施しよう！
連絡の絶えている BC との交流を再会しワイズの輪を内外に広げよう！
谷本 秀康 交流事業主任
（東広島クラブ）
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在籍者数
第一例会
ゲ スト
第二例会
メンバーゲスト
メネット
特別メネット
出 席率

30名
29名
4名
27名
1名
14名
1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 10,000円 じゃがいも 627,580円
第二例会
0円 パンファンド 2,400円
作務衣販売 13,500円
累
計 90,000円 累 計 699,962円

献
血
成
分
累
計
成分累計

400cc
0名
1,600cc
0名

12月例会 23.6kg
（ペットボトル換算
5,601本）
累
計 412.97kg
（ペットボトル換算
106,053本）

第一例会 3,152円
第二例会 5,226円
今期累計 31,999円
累

計 369,174円
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2009年12月１日（火）19 : 00〜21: 00
ウェスティン都ホテル京都

12月第一例会
「YMCA サービス」アワー
安部

英彦

今回の例会はＹサアワーということで、京都 YMCA 主事の
中村彰利様、京都 YMCA 発達障害児サポートプログラムリー
ダーの川高綾菜様、川上太基様、尾関祐子様をお迎えして講演
をしていただきました。
各テーブルにリーダーが分かれて座り、食事タイムにはメン
バーと親交を深め楽しい時間を過ごせました。
講演内容は『YMCA のキャンプを知ろう』という事でした
が、今回は YMCA キャンプのリーダーとして経験した事を中
心に一人ずつお話をしてもらい、中村様に補足して頂く形で進
行しました。

2009年12月23日（水）18 : 00〜21: 00
ウェスティン都ホテル京都

12月第二例会
That's entertainment !
石倉

尚

照明を落とした会場の中、７人の小さなコメットによるキャ
ンドルサービス。賛美歌を全員でうたいファミリークリスマス
の幕開けです。
瀬本会長の半期の活動の労いと残り半期を頑張ろうのご挨拶
のあとメンバーゲストの西川欣一さんと各ファミリーの紹介が
あり、今年も多くのメネットとコメットで賑わってます。神﨑
総主事のクリスマスメッセージに続きいよいよ宴の始まりです。
乾杯は、今期1年のお役目、山田英樹次期会長です。「かんぱ〜
い！」と共に突然現れたヒゲ男爵に会場大盛り上がり…やない
か〜い。しばし食事とヒゲ男爵との記念撮影です。おなかも膨
れ酔いも回ったところでサンタと同じ体型のサンタさんから子
どもたちにプレゼントです。ここでも瀬本サンタ、八木トナカ
イとヒゲ男爵と子どもとの撮影会です。サンタいる派の麟太郎
も大喜びですが、プレゼントを手にした子どもたちの笑顔以上
に大人三人満面の笑みです。
続きまして本日のメインイベント『第一回紅白歌合戦』の始
まりです。トップバッターはピンクレディー、曲は「UFO」。
続いて SMAP、懐かしの嶋大輔（手づくりギター持参）イエ
〜イ！。お酒も十分体に行き渡りヤンヤヤンヤの大声
援、カタコトノ「釜山港へ帰れ」、実は三つ子だった
ザ・ピーナッツ、負けじと３人娘でキャンディーズ。
次は演歌で泣かせます「ゴルフ道」ファ〜〜！ まだ
まだ続きます、かわいらしいサンタ帽の EXILE にユー
ミン、ひと目でわかる特長を活かした谷村新司と堀内
孝雄でアリス。このあたりから記憶が…トギレ…トギ
レ…ニ…香山コメット＆大門コメットのデュオ（ダレ
カワカンナイ）、香山さんとゲストの西川さんとのデュ
エット？（誰？）。遅れて登場でいきなり勝新太郎の甘
い歌声「恋におちて」。真打登場、西田敏行「もしもピ
アノが弾けたなら」。大トリは、橋幸夫＆吉永小百合
「いつでも夢を」。次々に登場する豪華アーティストの
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聞き終わって印
象的だったのは、
リーダーの皆さん
が「キャンプに参
加している子供達
からいろいろな事
を教わり、リーダー
になって本当に良
かった」と言われ
ていた事でした。
会長 川上さん 尾関さん 川高さん 中村主事
自分があの年齢
の時にあんなにしっかりした事が言えたのかなぁ…なんて思い
ながら、尾関祐子（おだんご）リーダーの言われていたレラさ
んの事が気になった37才男でした。

パフォーマンスで大いに盛り上げていただき感謝感謝です。
最後は、PT がカラまるひもに苦労した全員ハズレなしのく
じ引きです。60本のひもの先に "任天堂の Wii" から "たわし"
まで…引っ張るひも…その先にかすかに動く景品が！ 子ども
も大人も期待と笑いで包まれたくじ引きでした。
フィナーレは、全員での記念撮影です。ハイ、チーズ！ ま
た来年も大いに楽しみましょう。NO ギャラで出演していただ
いた大物歌手のみなさま、準備進行に汗だくになってやってく
ださった PT のみなさまありがとうございました。

Special Thanks
ピンクレディー：山田とも子＆八木未穂／SMAP：森繁樹、田中
升啓、大山謙一、山口雅也、山田英樹／嶋大輔：山田まゆみWith
手づくりギター／釜山港へ帰れ：仁科節子＆柳慎司／ザ・ピー
ナッツ：岡本都、内廣嘉子、勝山憲子／キャンディーズ：香山
慶子、山口弘子、菅原由利子／ゴルフ道：大門和彦／EXILE：
山田奈未＆山田遥加／ユーミン：石倉博子／アリス：勝山廣一
郎＆山口雅也／EXILE：香山耀平&大門皆斗／アリス：香山章
治＆西川欣一／勝新太郎：安部英彦／西田敏行：瀬本純夫／橋
幸夫＆吉永小百合：仁科保雄＆節子／司会・ヒゲ男爵：内田雅
彦、DA PUMP ISSA：吉井崇人／メンバーゲスト：西川欣一
／すべてのメネット＆子どもたち／すべてのメンバー

ても元気で自分の趣味を何とか続けられていることに大きな
幸せを感じています。
いままで一度の怪我もすることなく、元気に頑張ってきま
した。このままずっと健康で釣りだけでなく何事にも頑張れ
るように努力をしていきたいと思います。もちろん家内とと
もに。

ワイズと釣り

安全祈願
仁科

保雄

私の継続して何かしている事。
これほど困る題材は無いのですが、しいて言えばワイズと
釣りと位いですね。
まあ、ワイズは別として釣りのことを少し書かせていただ
きます。つり暦はもうかれこれ50年くらいになりますが、海
釣りにはまったのは28歳くらいです。最初は防波堤からの釣
りに始まり、キスの投げ釣り、などで楽しんでいたのですが、
友達から磯釣りに誘われ東は八丈島、三宅島、西は九州五島
列島、対馬、沖縄、屋久島、喜界島、などほとんどの有名な
磯には上がっています。
最近は年とともに足腰が弱ってきましたので船釣りに転向
し、家内と二人でよく釣りに出かけます。男の釣りはなんと
言っても荒波の打ち寄せる岩上の磯釣りですが、船の楽しさ
も今は最高です。釣れればの話ですが。しかしこの歳になっ

村田深砂子

幡南

会社を始めてから続けている事が一つ、新しい事務所になっ
てから続けている事が一つ有ります。毎月一日の松尾大社へ
の安全祈願と毎日の水撒きです。
日々危険な作業をしている中、今までに大きな事故がいく
つかあり本当に悲しい思いをしました。二度と人災が起こら
ない様に毎月お祈りして10年がたちます。
毎日の水撒きは私の夢で尊敬する会社の社長をみて何時も
いつか自分も同じ気持ちを味わいたいと考えていました。始
めてみると意外と癖になり一日が始まらないような気がしま
す。毎朝職人たちが出かけていく姿を見て、やはり「今日も
一日無事故で有りますように」と送り出しています。ただ最
近困ったことが一つ。朝の７時に水撒きをすると歩道が凍っ
てしまう事です。これからも「ご安全に !! 」です。

PS ：橋本 EMC 委員長
より『ふぐづくし』と依頼
を受けましたが、『ふぐ』
は堪能していただきました
でしょうか ??

12月12日、酒楽「天」で EMC 忘年会が開催されました。やっ
ぱりキャピタルクラブ。お酒の席には多数参加です。一番乗
りかと思い１時間前に行くと既に大門さんが一人でビールを
飲んでいました。私もちょっと一杯と…皆が次々来るなりビー
ルを飲み始め定刻の時には既にみんな良い気分で♪。
会長の挨拶があり、ここからがスタートです。食べるは飲
むは喋るは、あっという間に３時間…４時間とたち、次々期
会長 ?? 八木さんの挨拶があり閉会になりました。
そのあとはそれぞれ東の方角へ消えて行かれたのは言うま
でもありません。皆さん 本当にパワー全開！ 来年もメン
バー全員健康で、元気に幸せに暮らせますようにと心に願い、 「ご苦労さん・瀬本会長」と
香山直前会長
私も東の方へと消えていきました！

クリスマス ロビーコンサート ＆ X'mas
キャンドルサービス・キャロリング
森

進

非公式の次々期八木会長の
閉会挨拶

はクリスマスを感じ、本館１階ロビーがクリスマス一色の雰囲
気となりました。演奏会が30分で終わり、その後クリスマス礼
拝、最後は X'mas キャンドルサービス･キャロリングです。総
勢76名で、寺町三条と新京極六角と三条十字屋前の３箇所での
キャロリングが行われ閉会となりました。

繁樹

12月14日（月）〜 19日（土）京都 YMCA 三条本館１階ロビー
で、クリスマスロビーコンサートが行われました。私は18日
（金）に、京都ノートルダム女子大学ハンドベルクラブによる
ハンドベル演奏を聴きに行きました。
白い衣装をまとった女子学生は天使のようで、またその演奏
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第10回 パープル会
田中

雅博

2009年12月17日。凍てつくような寒さの中、第10回パープル
会ゴルフコンペが協和ゴルフクラブで開催されました。参加者
はメンバーゲストの西川欽一様を含めて総勢11名、寒い寒いと
言いながらもいつも通り和気藹々とスタートしていき、これま
たいつも通り珍プレー好プレーの連続でした。
夕方からは八木さんも加わり、焼き肉を頬張りながらの懇親・
表彰式が始まり、これもまたまたいつも通りの大盛り上がりで
した。宴もたけなわとなり、本日の成績と各賞の発表へと進ん
でいきました。
しかしそんな中で異常な盛り上がりを見せたのは、有志６名
がＡチームとＢチームに分かれての団体戦の成績発表。東京で
の完敗を受けてリベンジに臨んだＡチームでしたが、今回は僅
差での惜敗。Ａチームは今回も、Ｂチームのお腹の中へ消えて
いきました。次回は新しいメンバーを加えて再リベンジ、絶対
に勝つぞ！
優勝／田中雅博
準優勝／大門和彦
３位／山田隆之
（メンバーに恵まれて優勝させてもらいました。橋本パープ
ル会会長、大門改め中門さん、金原改め銀原さん、有難うござ
いました。）
参加者：石倉尚・大山孜郎・金原弘明・香山章治・大門和彦・
橋本眞一・幡南進・西川欽一・村田深砂子・山田隆之・田中雅
博 ＜懇親会より＞ 八木悠佑

第69回 横浜国際大会ニュース ⑤
まずは大会登録を
昨年10月に登録受付が開始されたと思った
ら、あっという間に年が明け、８月５日の大
会当日がググッと迫って参りました。もたも
たしていると４月も過ぎて早期登録の特典さ
えも失ってしまいますよ。まずは登録。何よ
りもこれが全て。後の事は登録してからじっ
くり考えましょう。情緒豊かな港町横浜、素晴らしい会場、
おいしい食事、楽しいプログラムの数々そして何より世界
のワイズとの楽しい交わり……考えるだけで本当に心がと
きめきます。既に東京江東、東京ひがし、東京世田谷、横
浜、横浜つづきの各クラブは、メンバー数以上の登録を完
了されています。さあ、みんな揃って横浜国際大会に登録
登録・推進委員長 原 俊彦
しましょう！
（東京サンライズ）

第14回西日本区大会（京都）キャッチコピー決定!!

「おおきに！ 陽気に！ 京都から…」
聖句の解説 これは、種を蒔く人が種蒔をしたが、ある種は道端
に落ちて鳥に食べられてしまい、ある種は石だらけで土の少ないと
ころに落ち、すぐ芽を出したが日が昇ると焼けて根がないためにす
ぐにかれてしまい、ある種は茨の間に落ち茨が伸びて芽をふさいで
しまい、ある種はよい土地に落ち豊かに実を結んだというお話です。
聖書を読んですぐに内容が分かるということはなかなかありません。
まずは素直に受け止めることが大切かと思います。神様は種を良い
土地だけに蒔いたわけではありません。どんな土地にも蒔かれてい
ます。可能性は誰にでも与えられています。
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メ ン
安部 英彦
仁科 保雄
メネット
正子･ダルマパーラン
八木 未穂
コメット
山口 遼子
森 奈都子
柳
智之

１月16日（土）
１月19日（火）
１月24日（日）
１月26日（火）
２月２日（火）
２月16日（火）
２月20日（土）
２月23日（火）

1. 21
1. 31

村田深砂子
内田 雅彦

1. 24
1. 31

1. 6
1. 9

金原康代子

1. 9

1. 5
1. 13
1. 27

山田 遥加
大門 皆斗
神﨑あいみ

1. 10
1. 26
1. 31

新年例会（パレス合同例会）
半期総会
チャリティーボウリング大会
役 員 会
第一例会
第二例会
エイブルクラブ20周年記念例会
役 員 会

＜報告事項＞
西日本区
滋賀蒲生野クラブ20周年記念例会 2010年３月７日（日）
会計年度の変更に伴い（４／１〜３／31）献金日の変更
2012年〜2013年度理事立候補及び会長推薦について
京 都 部
10年２月20日 エイブルクラブ 20周年記念例会
チャリティーボウリング １月24日 24人参加予定
ＹＭＣＡ
クリスマスロビーコンサート支援金３万円
クリスマスキャロリング4,150円お菓子寄贈
三役報告
パレスクラブ合同例会 １月16日タイムスケジュール確認
＜各事業委員会報告＞
Ｙサ・ユース
一泊例会をＹサアワー通常例会へ変更
地域奉仕・環境
２月第一例会榎本テル子氏講演依頼
ドライバー
新年合同例会タイムスケジュール確認
交
流
IBC 事業通訳をジョン・イェジ氏依頼
フ ァ ン ド
１月第二例会赤味噌ファンド予定
広報・ブリテン
２月号記事確認
Ｅ
Ｍ
Ｃ
横浜国際大会12月１日時点31人参加
＜審議事項＞
村田深砂子さんご尊父逝去 献花 10,500円
承認
Ｙサ一泊例会変更について
承認
各事業委員会半期報告
承認
半期会計報告
承認
編集後記
新年明けましておめでとうございます。
本年もどうぞ、よろしくお願い致します。
前年は約30人の方々に原稿依頼をして、快
く原稿を書いていただきました。心より御礼
申し上げます。
今年（後半）は、更に充実したブリテンに
して行こうと思います。どうぞよろしくお願
い致します。
（森 繁樹）

