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４月
YMCAサービス
ASF

ASF の意義を再確認し、YMCA サービスを徹底しよう！

只野 準一 Ｙサ・ユース事業主任
（大阪土佐堀クラブ）

在籍者数 32名

第一例会 31名

第二例会 30名

メネット 2名

出 席 率 100％

切 手 0 g
現 金 56,830円
累計切手 0 g
切 手 1,170円
累計現金 60,630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 16,000円
第二例会 36,000円

累 計 184,500円

パンファンド 3,300円
（3／ 9）

パンファンド 2,100円
（3／16）

累 計 731,782円

献 血 0cc
成 分 1名
累 計 1,600cc
成分累計 2名

３月例会 46.42kg
（ペットボトル換算

11,421本）
累 計 623.75kg
（ペットボトル換算

157,381本）

第一例会 3,616円
第二例会 3,945円
今期累計 52,804円
累 計 389,979円

「あの方は、ここにはおられない。かねて言われていたとおり、復活なさったのだ。」

（マタイによる福音書 第28章６節）

苦 難 福 門

西日本区次期会計

田 中 雅 博

仁科さんから西日本区会計の大役を引き受けて欲しいと

言われたのが、一昨年の暮れ近くでした。それからしばら
くしてプロフィール原稿作成の依頼が来て、その中に自分

のモットーを記入する欄があり、私は迷わず“苦難福門”
と書き込みました。

この言葉は私の会社の社是のようなものでして、「苦難に
あった時には、そこから逃げてはいけない。全力で立ち向

かっていき、その苦難を克服した時に本当の幸福が訪れる。
苦難にあった時にこそ喜びを感じよう。」との意味だと私は
解釈しています。西日本区会計の仕事が決して苦難だとは

思っておりませんが、初めてクラブを出て西日本区の中で
仕事をする私にとっては、分からないことばかりで、また

多くの方に迷惑をお掛けすることと思います。しかし私は、
西日本区という果てしなく大きな組織の中で、たった一人

しかいない会計の仕事が出来ることは、大変な喜びだと考
えることにしています。

今は次期の西日本区の予算を立案中です。４月の準備役
員会に上程しますが、その頃からが本当の意味でのスター

トだと思っております。ただまだまだわからないことばか
りです。仁科さんをはじめ、次期理事キャビネットの柳さ

ん、大槻さん、坂本さん、山田（隆）さん。会計の先達であ
る杉本さん、小堀さん、金城さん。事務処理などでお世話

になっている西日本区事務所の北村さん。多くの方に支え
られ、導かれて、何とか与えられた仕事をこなしています。

そしてこれからはキャピタルクラブの皆さんはもちろん
のこと、2000名に向けて増え続けていく西日本区の全ての

皆さんに支えていただきながら、その職務を全うしていこ
うと思います。

来年の京都での西日本区大会の頃には、私も一人前の西

日本区役員になっていればと衷心より願っております。皆
さま、何卒よろしくお願い申し上げます。
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2010年３月９日（火）19:00～21:00３月第一例会
ウェスティン都ホテル京都

卒業リーダー祝会へ祝金贈呈

左から 瀬本会長 松村さん 本さん
川上さん 中村主事

体験を通して「発達障害」を学ぶ

金原 弘明

３月第１例会は、大山謙一Ｙサ

委員長のＹに対する熱い思いによ

り、今期２回目のＹサアワーが開

かれました。

今回のＹサアワーは、３月６日

に行われた発達障害の子供たちへ

の YMCA プログラムにキャピタ

ルのメンバーが参加し、その体験

談と共に YMCA の活動や発達障

害について学ぶという主旨です。

ゲストとして、YMCA 主事中村様と３名のリーダーをお招

きしました。

まず、プログラムに参加した私、田中升啓さん、森繁樹さん

が体験談を交えた感想の

発表を行いました。やは

り、実際に体験すること

で得られた発達障害の子

供たちへの理解、また、

リーダーの皆様の大変さ

を身を持って体験できた

ことの喜びは共通の思い

だったと思います。リー

ダー及び中村様からは、

キャピタルのメンバーが

参加することにより、通常のプログラムとは違った子供たちの

反応が見られたり、自分達にも余裕ができて良かったとのお声

も戴き、とてもうれしかったです。

これからも、メンバー皆でわいわい楽しく活動することが、

Ｙやその他助けを必要としている人への協力に繋がっていけれ

ば良いな、と改めて感じた例会でした。

2010年３月16日（火）19:00～21:00３月第二例会
ウェスティン都ホテル京都

褒めて育てる大切さを学ぶ

大門 和彦

３月の第二例会が、日本水泳連盟公認

上級競泳コーチ・高堀和子様をゲストに

迎え開催された。「水泳から学んだこと」

をテーマに話されたが、内容も非常に濃

く、何より人を引き付ける話術は素晴ら

しかった。

８歳から水泳を始め現在も泳ぎ続けて

いる。周囲の人達からは「三途の川も泳

いで渡るんちゃうか？」と言われるほど…。そんな高堀様の水

泳人生にも色々なターニングポイントが訪れる。始められた頃

は、親から「会費がもったいないから休まず行きや！」の一言

からどんな悪天候でも通ったそうである。その甲斐もあり徐々

に実力も付き国体予選にも出場出来るまでになっていく。後に

好成績を出すも、高まる周囲の期待が大きくプレッシャーに潰

された経験もある。ある時、水泳競技とは何だろう？ と考え

た時、「水泳を楽しむ、水泳を愛する」事が何よりも重要と唱

える。

全てのアスリートや指導者に言えること、「我慢・辛抱・忍

耐」の時代は終わり、「ポジティブシンキング」、褒めて育てる

時代、スポーツを楽しんで愛する時代であることを理解しなけ

ればならない。
高堀様（右）が講演料をクラブに
贈呈下さりにこにこ顔の瀬本会長

香山 章治

３月２日（火）『めん坊』にて新しくメンバーになられた西
川欽一様、山井隆様の歓迎会が行われました。

定刻になり、橋本 EMC 委員長の司会により歓迎会がスター

トしました。まずは、瀬本会長のご挨拶となるところ、仕事の
関係上遅れるとのことで、代打八木副会長の登場です。新入会

員のお二人に歓迎のお言葉と、キャピタルクラブの素晴らしさ

をお話していただきました。
続きまして、カンパイは次期会長の山田英樹さん。ユーモア

溢れる乾杯で和やかに宴のはじまりはじまり。新入会員の西川

さんも山井さんも、メンバーのみなさんと以前から知り合いだっ
たかのように、溶け込んでおられ盛り上がりました。

だいぶお酒が体中に吸収されたところで仕事熱心（?）な瀬本

会長登場。早速、瀬本会長のご挨拶。やぁ～貫禄充分！ なに
もかもが…。メンバーが揃ったところで一段と酒が進みます。

飲んで食べてワイワイガヤガヤ…。皆さん本当に健康な体をお

持ちで。

今期橋本 EMC 委員長が、５名の座長を中心に５つのチーム
をつくり、メンバー全員で５名の増強をすることを示され、現

在２名が入会され、また新たに１名の方が入会されようとして

います。
次期にキャピタルクラブは仁科西日本区理事を輩出するにあ

たり、一人でも多くのメンバーを増やさなければと思います。

メンバーが二人増えただけでも大きな力を感じております。
このままキャピタルクラブのメンバーとして、相応しい方がな

んとかあと２名…今期に入会されることを祈っております。
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ランチュウの世話

八木 悠祐

私の現在継続していることは、ランチュウの飼育である。
ランチュウは餌やり、水替え、水槽の掃除など、かなり手間のか

かる代物である。
昨年、ランチュウを飼い始めた。４度目である。最初は小さな頃、

親父と一緒に奈良の大和郡山に行って数ある金魚の種類の中からラ
ンチュウを選らんだのである。ゴツゴツとした頭、背びれが無く丸々
と太って、プリプリと腰を振って泳ぐ姿に一目ぼれしたのである。
２年ぐらい飼い、子供まで産んでくれたが、その後が続かずについ
に死んでしまったのである。２度目は大学の時、３度目は社会人で
一人暮らしのお供にである。丁寧に育てていたつもりであったが、
死んでしまったのであった。今、振り返って
見ると、冷暖房の効く室内の小さな水槽で、
季節を問わず餌をやり続けたのが、原因であっ
たと思われる。本当にかわいそうな事をした
と思う。

だが、今回は本気である。ベランダに900
×600×高さ250ほどのランチュウ水槽を購入
し、立派なランチュウを３匹購入した。イン
ターネットでランチュウのブリーダーのペー

ジを参考にランチュウにとってよい環境を作り上げるつもりである。
浅型のプラスチック水槽のなかで泳ぐランチュウを上から見ると本
当に綺麗な姿を見せてくれる。正面や横から見ると可愛くて上から
見ると美しい、そんな魚が他にいるだろうか。子供を産ませたいと
考えているが、素人では到底無理であろう。まず第一は今飼ってい
るランチュウをできるだけ長く可愛がりたい、それだけである。純
粋にランチュウの可愛さ、美しさを楽しみたいと思う。

継続の良し悪し

柳 慎司

１．毎月 氏神（岩屋神社）と伏見稲荷へ一日参り 18年
お参りも仕事の内と早起きしたり、仕事途中や仕事後の時も

ありますが毎月欠かさず参るお陰で、何度か一日に契約が決ま
る事があり、止められません。

２．喫煙 ○○歳から51歳 35年
45歳頃から止めなあかんなぁーと思いつつ、クラブ入会して

から止める人が多いようですが、ブリテン原稿や色々な書面作
りで数量が増えてるような気がします。

３．自画自賛 入会以来（1993年）月２回の例会無欠席 17年
仕事の段取りは言うまでもありませんが、怪我・病気・入院

も無く、冠婚葬祭も何故か上手く外れ、何より職場と家族の理
解のお陰です。

以上ベスト３となります。考えてみると大した事してないようです。

ゴールド免許は十数年…貰い事故はあっても自損事故は無し、但
し改造車を乗り回した事もあり全くの違反無しとは言い切れません。

体重は増え続け、髪の毛は抜け続け良く無いことも継続しており
ます。

内田 雅彦

３月６日（土）小雨の降る
中、 YMCA リトリートセン
ターの研修棟にて一泊交流会
が行なわれました。

メンバー一同、食事の準備
ができ、さあ食べましょうか
と言う時に私と安倍さんが遅刻しての登場。「ええタイミング
やな～」と乾杯も済ませ一つの鍋を大の大人６人でいただきま
～す。一瞬でたいらげ次の具材を入れる時、大山孜郎さんがつ
くねをスプーンで鍋の中にボットボット、私が「先生いつもや
られるんですか」と聞くと「はじめてや」と言ってぎこちなく、
すぐ大山謙一さんと交代。さすが「ちいろば」のマスター、料
理は得意とあって鍋奉行ぶりを見せてくれました。

途中、CS 委員で私の親分であります柳さん突然参加、終盤
に神埼総主事の参加もありリトセン研修棟の中は大盛り上がり
気がつけば午前 2：30、大山謙一Ｙサ委員長の中締めで大変有
意義な交流会が行われました。

参加者： 神﨑総主事、瀬本会長、大山孜郎、大山謙一、竹
田、柳、安倍、内田

吉井 崇人

３月７日（日）リトリートセンターにて YMCA の発達障害
者のプログラムに参加して来ました。

小雨が降る肌寒いなか、キャピタルメンバーがうどん名人に
扮し、子ども達と一緒になってうどんを作ってきました。（う
どん名人と呼ばれるのは、凄くプレッシャーになりましたが…。）

私自身、発達障害者一緒に行動するのは初めてでしたので、

最初は戸惑いもありましたが時間
がたつにつれて、楽しくうどんを
作ることが出来ました。

出来上がったうどんは、太かっ
たり・細かったりと普段食べてい
るものとは、程遠かったですが味
のほうは美味しかったので結果オー
ライという事にしておきます。

初めて試みた事業で私は、YMCA
キャンプ・リーダーの働きを知りました。

また、新しい YMCA を知ることの出来た楽しい時間となり
ました。

I'm a Champion !
Ishik●● a プロ

2010年３月５日（金）協和ゴルフクラブにて第11回パープル
会が開催されました。ディフェンディングチャンピオンの飛ば
し屋・田中雅博プロは欠場されたもののパープル会のツワモノ
10名の激戦となりました。

前半アウトを終えてハンディキャップに助けられた山田隆之
プロがグロス47（HC24）でハーフ NET・35でトップ、香山プ
ロ38.5、石●プロ39、吉井プロ39、僅差で西川プロ39.5と続き
なかなかの接戦となりました。しかしここでトップを走る山田
プロ、趣味の仕事の関係で途中リタイヤ失格となり後半戦へ。

結果、ハンデ36を超えるアマ２名を交えての混合戦ではあっ
たものの、強靭な精神力で好調を持続した石●プロがグロス99

（HC24）NET・75で見事初優勝となりました。
その後、場所を「こっぽりさん」に移し優勝祝賀パーティーが

盛大に開催されました。
準 優 勝：橋本プロ、３位：大門プロ、BB 位：金原（アマ）
他成績順：香山プロ、西川プロ、吉井プロ、八木プロ、

村田（アマ） 失格（途中キケン）：山田隆之プロ

うどん名人整列



４月３日（土） 第一例会 花見例会「いふじ」
４月18日（日） 夜桜フェスタ YY フォーラム
４月20日（火） 第二例会通常例会
４月24日（土） 仁科次期理事を励ます会 メルパルク18時～
４月27日（火） 役 員 会
５月５日（水） 京都ウェストクラブ30周年記念例会
５月12日（水） 第一例会 CATT 合同例会

ウェスティン都ホテル京都
５月18日（火） 第二例会通常例会
５月25日（火） 役 員 会

メ ン

橋本 眞一 4. 3 石村 吉宏 4. 6

森 常夫 4. 25

メネット

幡南 陽子 4. 9 田中佳津子 4. 11

山田まゆみ 4. 18
コメット

石倉 周 4. 6 山井 奈美 4. 21
香山 耀平 4. 28 田中 綾音 4. 30

石村 吉宏・しのぶ ご夫妻 4. 3
内廣 健・嘉 子 ご夫妻 4. 14

橋本 眞一・佐恵子 ご夫妻 4. 17

＜報告事項＞
西日本区

横浜国際大会早期申込 メン25名、メネット５名
広島西日本区大会早期申込 メン14名、メネット４名
東日本区大会の案内

京 都 部
京都ウェストクラブ30周年記念例会 ５月５日 しょうざん
チャリティーゴルフ ３月21日 ベアズパウジャパン
YY フォーラム ４月18日 13時30分～ リトセン研修棟

ＹＭＣＡ
卒業リーダー祝会 ３月14日 ６名参加 御祝金５万円
４月18日 夜桜フェスタ ４月５日 実行委員会
西岡元主事偲ぶ会 ４月18日 リトセン・グリーンチャペル

三役報告
仁科次期理事を励ます会 ４月24日 案内状送付、研修会
アピール
金田英二様入会の件 ３月16日 オリエンテーション開催

＜各事業委員会報告＞
Ｙサ・ユース ４月18日 夜桜フェスタ YY フォーラム
地域奉仕・環境 ３月28日 リトセン・メタセコイヤ・

フェスティバル
ド ラ イ バ ー ４月～６月例会予定確認
交 流 YEEP・STEP の理解・周知
フ ァ ン ド 花見だんご・ヘアケア商品販売
広報・ブリテン ４月、５月記事の確認
Ｅ Ｍ Ｃ ゲスト強化例会 ゲスト動員促す
＜審議事項＞

金田英二様 入会の件 ………………… 承認
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お 詫 び
３月号４Ｐ「すべての命を大切に…

メッセージ from 京都」の記事の執
筆者は「山田とも子」さんの誤りで
した。

申し訳ありませんでした。

聖句の解説 四季の変化に富んだ我が国でも、年々季節感が失わ
れつつあるように感じられますが、それでも春の訪れは何か新しい
希望や期待を抱かせてくれます。木々が芽吹き、草花が開花し、太
陽の光と暖かみが増す春は、万物が一斉に新たな生命を与えられて
動き出します。少し目を凝らし、耳を澄ませて感性豊かに接すると
き、私たちの心に一種の温もりと躍動感を与えてくれる季節のよう
に思います。冬が長く、寒さが厳しければその分だけこうした思い
は強められます。新年度、新学期、新入生など、全てが新しい出発
となるこのときにイエスの十字架と復活が告げ知らされるイースター
を私達は迎えます。春の明るさに対応する豊かな感性に呼び覚まさ
れて、外の世界に目をやるばかりではなく、私たちの新しい生命や
存在の根源、根拠がどこにあるのかを確認することを求められてい
るのではないでしょうか。季節の移ろいの中に感じられる躍動感や
温もりを超えて、今一度自分の存在を神様との関係の中で深く考え、
自分の居場所をその中に見出していくことによって、新しい生き方
を実践する力が溢れ出てくるのではないでしょうか。

森 繁樹

３月14日（日）京都 YMCAに於いて、「2009年度京都YMCA
卒業リーダー祝会が開催されました。

第一部は礼拝式典で、賛美歌、聖書朗読等が厳かに行われま
した。

第二部では、在京ワイズメンズクラブ会長の皆様から各々の

リーダーに記念文集が贈呈されました。
キャピタルクラブの瀬本会長も緊張の中、贈呈をされました。

その後卒業リーダー一人ずつのスピーチが行われ、後輩への

メッセージ、 感謝の気持ち、 思い出話しなど感動感激のス
ピーチでした。

第三部は一階ロビーで歓談・会食行われ、演奏あり歌唱あり

の大盛況の中、神﨑総主事の激励、感謝の挨拶、その後の賛美
歌で閉会となりました。

参加者：石倉、大山（謙）、瀬本、竹田、森（繁）


