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『自由な人として生活しなさい。しかし、その自由を、悪事を覆い隠す手だてとせず、神

の僕として行動しなさい。』 （ペトロの手紙１ 第２章16節）

２月 TOF･CS･FF
TOF・CS・FF 資金はワイズ活動のエネルギーの源、おおいに活用
しましょう。 遠藤 通寛 地域奉仕事業主任

（大阪泉北クラブ）

在籍者数 30名
第一例会 28名
メネット 6名
特別メネット 2名
第二例会 25名
出 席 率 100％

切 手 2,540 g
現 金 34,000円
累計切手 2,540 g
累計現金 37,800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 19,500円
第二例会 11,000円

累 計 120,500円

日本酒販売 13,150円

累 計 713,112円

献 血 0cc
成 分 0名
累 計 1,600cc
成分累計 0名

１月例会 124.98kg
（ペットボトル換算

30,704本）
累 計 537.95kg
（ペットボトル換算

136,757本）

第一例会 0円
第二例会 2,684円
今期累計 34,683円
累 計 371,858円

地域奉仕・環境事業
委員長に立候補して

地域奉仕・環境事業委員長

内 田 雅 彦

入会して早２年が経ちました。また瀬本会長のもとで地域奉仕・環
境事業委員長になってから半年が過ぎようとしています。前期の事業
も何とか無事終える事が出来ました。これもキャピタルクラブのメン
バー、メネット、委員会の皆さんのお陰だと思っております。

入会して一年が経った頃、瀬本会長が「何の委員長になりたい」と
聞かれてその時、地域奉仕・環境委員を柳さんの下で学んでいるとき
であったので「やるんやったら地域奉仕かな」と自分から言ったその
あと「本当にできるかな？」の不安で一杯でしたが、いざ委員長になっ

てみるとメンバーの皆様の心温かさがしみじみ感じられました。
会長方針である「継続そして結びつき」地域奉仕の２大事業である、

「ふれあい広場」「ベテスダまつり」。初めて経験する事業が「ふれあ
い広場」で、京視協の方、京都 YMCA こおろぎの方との実行委員会
での打ち合わせが本当に大変で、何度も何度も調整をし、初めて皆さ
んの笑顔を見ることができました。また皆さんの協力があるからこそ
達成できたと思います。

残念にも、今年は「ベテスダまつり」が中止となりましたが、CS
オープン委員会での大山医院リトセン BBQ PT（バーベキューパー
ティー）に沢山のメンバーが参加して、新支援先との交流ができたと
思います。ふれあい広場の継続そして新支援先への結びつきを大切に
していきたい。まさに会長主題である「継続そして結びつき」です。

後期事業がすでに始まっております。「チャリティーボウリング大
会」「TOF 例会」「CS 献金」「FF 献金」。新事業として「リトセン・
メタセコイヤ・パーティー」がございます。私にとって初めての事業
ばかりですが、後期事業も頑張りますので、今後ともメンバー皆様の
ご協力をお願いするものであります。

聖句の解説 『自由』という言葉は私たちに勇気と力を与える響きを持っているように感じます。しかし、この『自由』こそ近代史の中でど
れほど追い求められ、論じられ、争われてそのためにどれだけの尊い生命が失われ、奪われ、血が流されて来たことでしょうか。

聖書で語られる『自由』とは、私たち人間一人一人の存在の根拠に関わることとして、自分自身の考え方、価値観、生き方が自分からいつ
までも離れられないことの愚かさ、不確かさ、身勝手さらからの解放としての自由が説かれています。自分の正義や存在の根拠が自分自身に
しか求められないとすれば、どこまでも自分に固執せざるを得ないのは必然です。それでは自分と違った価値観や行動様式を持った人々や集
団との平和で対等な関係は基本的には持ち得ないとおもいます。そして、自分から解放されたときこそ『自由』で豊かな発想と行動が生まれ、
隣人と共に生きる生き方が可能になるのではないでしょうか？
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2010年１月16日（土）19:00～21:00１月第一例会
日航プリンセス京都

仁科次期理事

両クラブ会長 乾盃 !!

京都パレスクラブとの新年合同例会

石村 吉宏

京都キャピタルクラブのチャーター以来実に27年を経て、初

めて親クラブである京都パレスクラブと新年合同例会を持つこ

とが出来ました。私はチャーターメンバーとして感慨深いもの

がありました。

19時より、パレスクラブ塚本さんとキャピタルクラブ八木さ

んの司会で例会は始まりました。両クラブ会長による開会点鐘、

パレスメンバー演奏によるワイズソング、ゲスト紹介、瀬本会

長の開会挨拶がありました。

次に、「新年の挨拶と次期西日本区について」と題し、次期

西日本区理事仁科さんのスピーチが行われ、次期役員の柳さん、

田中（雅）さん、山田（隆）さん、西日本区大会実行委員長石倉

さんの紹介と、西日本区の現状報告、そして国際不況の時であ

り、横浜での国際大会参

加者が少ない様なので、

IBC 交 流を 深めて 国内

外の皆様が誘い合わせて

出来るだけ多くのメンバー

に参加して欲しいと話さ

れました。

続いて仁科次期理事に

よる乾杯で、会食が始ま

り、お酒も入って料理も

美味しく内容もよく、両

クラブの混じった各テー

ブルとも大変盛り上って

いました。

食事中に「パレスとキャ

ピタルのかかわりについ

て」と題し、スライド

を上映しながら、キャピタルクラブ岡本さんのお話があり、

キャピタルチャーターの時の写真が映ると、その場に居た者

として27年の歳月を思わずにはいられませんでした。

両クラブ次期会長の紹介と三役の発表。誕生日、結婚記念

日のお祝い、ニコニコがあり、隠塚京都パレス会長の閉会挨

拶がありました。

両クラブ会長による閉会点鐘の後、参加者全員で記念撮影

をし、又、やりましょうと言いながら楽しかった合同例会が

終わりました。

ゲスト: 内廣・岡本・勝山・香山・仁科・柳メネット。正

子・ダルマパーラン・山口特別メネット

2010年１月19日（火）19:00～21:00１月第二例会
ウェスティン都ホテル京都

半期総会 報告

勝山廣一郎

新年より寒い日がつづいていましたが、例会日近くから少し

気温もゆるんで寒さも一段落の中での例会がもたれました。

まず、瀬本会長の開会宣言、開会点鐘に始まり、ワイズソン

グ斉唱、会長挨拶ではこの半期の数々のプログラムを乗り越え

た安堵感がうかがえた挨拶でした。

神﨑総主事の食前感謝のなかで、15年前にあった阪神淡路大

震災の時の体験談、また今年始め、ハイチで起こった未曾有の

大地震により多くの犠牲者に対して哀悼をこめてお祈りをされ

ました。会食後、半期総会に移り菅原樅一さんが議長に選任さ

れ、第一号議案 2009年～2010年度各事業委員長報告、第二号

議案 半期会計報告の両案とも全員拍手にて承認されました。

第三号議案 次々期会長に八木悠祐さんが選任されました。第

四号議案Ｙサアワー例会日変更についてＹサ委員長より３月６

日～７日（リトセン一泊例会の予定）が、多数のＹリーダー参加

のキャンプが開催されるので、オプション扱いとし、３月９日

（火）をＹサアワー例会とする旨の説明があり

ました。両案とも全員拍手にて承認されました。

にこにこタイムに移り、次期会長 山田英

樹さんより次期三役の発表、副会長 大門和

彦さん、金原弘明さん、書記 香山章治さん、

山口雅也さん、会計 内田雅彦さん、の方々

です。

EMC委員長より新入会員２名の方々のオリ

エンテーションを１月22日に行うと発表され

ました。ハイチへの国際協力募金も行われ、

YMCAの歌、閉会点鐘にて終了しました。議長の菅原さん 会計報告 田中升啓さん 次々期会長に決まった八木さん
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継続していること

森 繁樹

継続して何かしていることは、

①般若心経を唱えている

外に出かける時は、毎日お仏壇に向かい「般若心経」を唱

えてから外出しています。４年間続いています。

２分程で全部読み上げられます。「無」をなんとなく感じ

る今日この頃です。

②水を１日２リットル以上飲んでいる

30万円程の浄水器を７年前に買い、元を取るために毎日飲

んでいます。普通の水の 1／10の粒子の水で出る浄水器で

体の隅々まで水が浸透するようです。

③週１回以上サウナに入っている

風呂屋に生まれてたおかげで、幼少の頃よりサウナ風呂に

入っています。風呂屋をやっている時は、毎日サウナに入っ

ていました。今は週１～２回位です。サウナで我慢した後

に入る水風呂が最高に気持ちがいいです。

続けている？

橋本 眞一

テーマを頂き、改めて考えてみるが、特に思い浮かぶこと

もなく…。強いて挙げれば、生まれて58年10ヶ月、呼吸を続

けていることぐらいか…。その他には、高３時夏休みに免許

を取り、今でも毎日運転を…。学生時代にはゴルフを始め、

今日までさほど上手くもならず…。27歳で京都へ帰り今の会

社に入社、余りの酷さに直ぐ辞めようと思いながら、その勇

気も無く…。29歳で取りあえず結婚したが、言いたいことも

言えず、ただ何となく…。17年前にキャピタルクラブへ、14

年前にはロータリークラブへ、今は亡き某Ｈ氏に引き込まれ…。

４～５年前から晩酌を止め、健康の為にと毎朝、具沢山で

はあるが野菜だけのお味噌汁しか与えられず…、夕食後には

「○ず○の香酢」とかいうカプセルを飲んで、いや飲まされ

ている。３年前には心臓疾患が見つかり、何かと制約も有り、

やりたいこともままならず…、ただ悶々とした日々が続いて

いる。

あ～ぁ、人生ってこんなもんなんですかねえっ…。

森 繁樹

１月９日（土）午後

７時より、酒楽『天』

で EMC 新年会が開催

されました。私は、写

真撮影の準備等がある

ため30分前に到着、二

番目の到着でした。

新年会の方は、瀬本

会長の挨拶で始まり、

仁科さんの乾杯で宴に

入りました。まだ正月

気分が抜けない時期で、

他のお客様もカウンター

にいる等いつものキャ

ピタルの宴会の雰囲気

とは少し違った大人しい目の盛り上がりでした。

料理の方も正月らしいものが多く、たくさん出していただ

き、中でも伊勢エビのフライと鯛のお茶漬けはものすごく美味

しかったです。村田さん、またお願いします。ありがとうござ

いました。

参加者：石倉、内田、内廣、内廣メネット、大山、大山（兼）、

岡本、岡本メネット、勝山、神 、菅原、瀬本、大門、竹田、

田中（升）、仁科、橋本、幡南、村田、森（繁）、森（常）、八木、

柳、山田（隆）

京都部チャリティーボウリング大会開催
菅原 樅一

１月24日（日）、しょうざんボウルで大会が開催されました。
京都部各クラブ及び支援団体の皆さん総勢二百名が参加し、熱
気あふれる中にも、和気あいあいのうちにゲームを競いあいま
した。わがキャピタルクラブはメンバー14名、メネット２名、
コメット５名、計21名が大いに奮闘しました。

団体戦では、瀬本会長の活躍（実力？ ツキ？）により３位
を獲得しました。個人戦では、森繁樹さんがその几帳面な性格
どおり、ミスのない投球ぶりで堂々13位の成績をあげられまし
た。ゲームに参加されなかった仁科メネットも含めキャピタル
クラブの皆さん、ご苦労様でした。お疲れの出ませんように。

参加者：石倉、内田、大山（謙）、
香山、菅原、瀬本、竹田、仁科、幡
南、森（繁）、柳、山口、山田（隆）、
山田（英）、香山メネット、仁科メ
ネット、柳メネット、石倉コメット、
香山コメット、仁科マゴメット（２
名）、山田（英）コメット



勝山廣一郎・憲 子 ご夫妻 2. 4

山田 隆之・まゆみ ご夫妻 2. 18

内田 雅彦・直 子 ご夫妻 2. 23

メ ン
柳 慎司 2. 7 竹田 博和 2. 14
吉井 崇人 2. 11 森 繁樹 2. 20
石倉 尚 2. 24
メネット
仁科 節子 2. 2 内田 直子 2. 6
神﨑 陽子 2. 19 瀬本 吉美 2. 23
コメット
山田麟太郎 2. 2 菅原 啓人 2. 12
金原 拓未 2. 21 柳 真之 2. 25
村田 亜紀 2. 27 山口 愛乃 2. 27

２月２日（火） 第一例会 TOF 例会
２月16日（火） 第二例会 通常例会
２月20日（土） エイブルクラブ20周年記念例会
２月23日（火） 役 員 会
２月28日（日） メネットアワー
３月７日（日） 滋賀蒲生野クラブ20周年
３月９日（火） 第一例会 Ｙサ・アワー例会
３月16日（火） 第二例会
３月21日（日） チャリティーゴルフ
３月23日（火） 役 員 会

＜報告事項＞
西日本区

横浜国際大会 早期申し込みのご案内
広島西日本区大会早期申し込み３月31日
各献金納入期限変更のお知らせ
メネットアワー２月28日11時 メン・コメット参加要請
滋賀蒲生野クラブ20周年３月７日 ホテルニューオウミ
次期会長研修会３月13日～14日 山田英樹次期会長参加

京 都 部
２月20日 エイブルクラブ20周年記念例会 23名参加予定
チャリティーボウリング １月24日 21人参加 団体３位
チャリティーゴルフ ３月21日 ベアズパウジャパン

ＹＭＣＡ
創立121周年記念集会 ２月13日 18時～18時半

三役報告
次期理事を励ます会 ４月24日 メルパルク予定
オリエンテーション開催 １月22日 わこん７名参加

＜各事業委員会報告＞
Ｙサ・ユース ３月７日 キャンプ参加 ９日例会発表
地域奉仕・環境 ３月28日 リトセンバーベキューＰ
ド ラ イ バ ー ２月～６月例会予定確認
交 流 釜山ベゼルクラブ連絡有日程調整中
フ ァ ン ド 今後の物品ファンド予定
広報・ブリテン ３月号記事確認
Ｅ Ｍ Ｃ 横浜国際大会クラブ一括登録
＜審議事項＞

西川 欽一様入会の件 承認
山井 隆様入会の件 承認
次期理事を励ます会開催について 承認

編集後記
今年に入り３つのエコをしています。一つ

目はバイクが潰れたので自転車で移動してい
ます。ワイズの例会も自転車です。２つ目は
エコバックを携帯しています。たまにレジで
割引があります。
３つ目は昼食を外食を止めて母親のお弁当に
しました。エコと言うより節約です。体のエ
コにはなっています。 森繁樹
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次 期 主 任 紹 介

西日本区2009年度次期役員研修会

柳 慎司

１ 月10日（ 日）～11
日（月）ホテル クライ

トン新大阪にて「2009
年度次期役員研修会」

が開催されました。

当 クラ ブか らは仁

科次期理事･田中次期

会計･山田次期事務局

員、そして私は次期書

記と して 参加 して参

りました。

第 １日 目は 開講式

から 始ま り西 日本区

現況 報告、 国際の中

の西 日本 区、 2010年

国際 大会、 キリスト

教理解、新役員紹介、

次期 役員 事業 方針・

計画 の発表、 グルー

プ討論にレクチャー等などと計280分のプログラム内容です。

今回は次期主任活動方針報告の場で司会進行を務めさせて頂

きましたが、西日本区での初仕事！ 緊張の連続で、京都部と

は違う緊張感で汗だくでした。

夕食、フレンドシップアワーと続く中、新参者の私はまだま

だネクタイ着用で挨拶回り、諸先輩方から激励を頂きながら、

12時頃に部屋に戻り、シャワーを浴び再び戦闘準備。飲み過ぎ

山田事務局員の就寝をよそに、田中次期会計と夜な夜な大阪の

居酒屋へ繰り出したのであります。

翌朝は６時半に起床し朝食後の「早天礼拝」。睡魔との格闘

は言うまでもありません。第２日目のプログラムは計325分

です。

元西日本区理事のレクチャーから始まり、事務手続きの説明、

YMCA 理解、次期部長と次期主任のグループ討論、我々は今

期役員の方々から色々なレクチャーを頂きました。

最後の閉講式が終ったのが午後３時です。やっと帰路につけ

ると思いきや、今度は「３月次期会長・主査研修会」について

今期役員・LD 委員会の方々との協議会を終え、最後に「３月

の研修会は次期役員のお仕事と…」自身に言い聞かせ、重たい

宿題を背負いながら帰りの JR に乗ったのであります。

最後に今回の研修会で大変にお世話になりました、今期役員

の方々そして LD 委員会の皆様には心より御礼を申し上げます

と共に今後共に宜しくご指導の程をお願い致します。

仁科次期理事の挨拶


