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『そこで、わたしのこれらの言葉を聞いて行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人
に似ている。雨が降り、川があふれ、風が吹いてその家を襲っても、倒れなかった。岩を土
（マタイによる福音書 第７章24−25節）
台としていたからである。』

ブリテン委員長に
就任して良かったこと
森

ブリテン委員長

繁

写真撮影の依頼やデーターのやり取り等々、キャピタルクラブの
メンバー全員の皆様とこれらのことで関わることが出来て、今ま
であまりお話しなかった方と接することが出来ました。これから
のワイズメンズクラブの活動にプラスになると思われます。
③ブリテンの重要性を認識しました。
「HANDOBOOK & MEMBERSHIP ROSTER」によると
ブリテンとは、
「クラブの機関紙として毎月発刊される会報。月報
ともいう。その月の例会プログラム、前月の出席者数・出席率、
BF ポイント成績、活動計画、活動報告、会員消息、などを掲載
する。
」とあります。これらの事を掲載してキャピタルクラブが存
続する限り毎月発刊する。それとブリテンは未来への記録簿とし
ての役目があると思われます。
④キャピタルクラブのHP に、Web Album（PICASO）
を掲載
しました。
「写真をありがとう。
」というお言葉を何人もの方に頂きました。
高い一眼レフのカメラを買った甲斐がありました。次年度以降も
継続をしてほしいものです。
最後に、キャピタルクラブのメンバーの皆様１年間本当にあり
がとうございました。心より感謝申し上げます。

樹

広報・ブリテン委員長に就任して10ヵ月が経
ち、５月号まで発刊することができ、早いもの
で後は、６月号のみとなりました。
本音は、
「やれやれ」というところです。
ブリテン委員長に就任して良かったことがいくつかあります。
①写真撮影のために少し無理をして事業に参加しました。
初めて参加した事業は８つもあります。参加してみて色々な気
づき、体験、人との出会いがりました。ブリテン委員長をしてい
なければ先ず参加しない事業もいくつかありました。この１年で
ワイズメンズクラブの活動に少し詳しくなりました。
②原稿依頼を通して、キャピタルクラブの皆様と「ふれあい」
。
原稿依頼や原稿の御礼、原稿内容の問合せ、時には原稿の催促、

聖 句の解 説 家 を建て るとき に、最 も大切 なもの は良い 土台で す。し っかり した良 い土台 があれ ば、そ の上に 確かな 家を建 てるこ とが可 能です 。しか し土台 が弱
けれ ば、そ の上に 建てら れた家 はたと え見栄 えが良 くても 住むに は不安 です。 家を建 てる場 所とし て、し っかり とした 土台と 弱い土 台の両 方から 選ぶこ とがで きる
場合 、おそ らくほ とんど の人が 「自分 はしっ かりし たほう を選ぶ 」と考 えてい るでし ょう。
し かし、 実際は そうで はなく 、より 容易で あるこ とを選 んだり 、土台 の上の 建物ば かりに 心を奪 われて 土台の ことを 忘れが ちであ ったり するの です。
神 さまの み言葉 が家の 土台に たとえ られて います 。神さ まのみ 言葉は 私たち にとっ て、ま たその 生涯に おいて 、他の 何にも かえが たい確 かな土 台にな ります 。
ど のよう な困難 におい ても私 たちを 力強く 支え続 けてく ださる のです 。そこ で私た ちに求 められ ている のは、 み言葉 を聞く こと、 そして 行うこ とです 。聞く だけ
で行 わない 人は、 土台の 大切さ を知り ながら 、それ を自分 の家に 採用し ないこ とと同 じです 。それ は真に 聞いた ことに はなり ません 。しか し難し いこと はあり ませ
ん。 土台は すでに あるの ですか ら。あ とは私 たちが その上 に立つ だけで す。
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「ワイズ読本」を活用して、クラブ内新入会員及び新たな役職につく会員
への的確な研修を持ちましょう。研修し合うことから新たな学びが与えら
れます。
鈴木 誠也 理事
（神戸ポートクラブ）

第一例会 31,000円 花見団子
第二例会 7,000円 ファンド
累

計 222,500円 累

6,000円

計 737,782円

献
血
成
分
累
計
成分累計

0cc
1名
400cc
3名

４月例会 138.08kg
（ペットボトル換算
33,315本）
累
計 761.83kg
（ペットボトル換算
190,696本）

第一例会
0円
第二例会 2,791円
今期累計 51,650円
累
計 388,825円
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2010年４月３日（土）19 : 00〜21: 15
いふじ

４月第一例会
花見例会
菅原

縦一

夜桜見物客で賑わう円山公園で、恒例の花見例会が開かれま
した。メンバーゲストをお迎えし、多数のメネットさんにも参
加いただき、例会に花を添えることとなりました。
この佳き日に、金田さんの入会式が執り行われました。今日
から金田さんをワイズの仲間として迎え、皆で共に頑張ろうと
心に誓いました。山田次期会長より、次期三役の紹介と次期委
員長の発表があり、併せて仁科次期西日本区理事より、次期西

2010年４月20日（火）19 : 00〜21: 00
ウェスティン都ホテル京都

４月第二例会
「映画制作を通じて思う事」
香山

章治

日本映画監督協会会
員で映画監督の原田徹
様をお招きして、表題
のテーマでご講演をい
ただきました。
原田監督は、映画が
大変お好きで小さい頃
から映画をよく見られ
ていたそうですが、そ

第一回

リトセン･メタセコイヤ･フェスティバル
内田

雅彦

３月28日（日）京都 YMCA リトリートセンターにてキャピ
タルクラブ AM 8：00集合。あいにくの空模様で始まりました。
各団体をお招きする準備でみな大忙し、頼りない私の指示に皆
さんてきぱきと働く、準備が整いお客様を迎える。瀬本会長の
挨拶で始まりました。
メンバーの皆さんは、料理を作りはじめ、いい香りがリトセ
ンに広がり…アトラクションの始まりです。トップは「みっく
すはあつ」プロ級のギターと歌声、初めから大盛り上がり。次
は「こおろぎ」朗読の始まり始まり、リトセンの山の中の鳥の
さえずりのように響きわたっていました。
いよいよメインの餅つき大会です。子供も大人もみんな参加、
勝山さんのかけ声と音楽のリズムに合わせて餅をつき大賑わい。
キャピタルメンバーの模擬店も大盛況、メンバー達は汗をブル
ブルかきながら大忙し、ここで一息と思いきやキャピタルコミッ
クバンドの登場です。ど下手なウクレレで皆さんを笑いの渦に。
そして柳さんのヤングマン「YMCA」がリトセン中にがこだ
まし盛り上げて頂きました。
「ベテスダの家」のじゃんけんゲーム、「虹のつばさ」クイズ
形式（○×問題）（プロジェクター・パソコンを使い）聴覚障
害について知ってもらう事ができました。
14時30分閉会式後、参加者全員で約30分間清掃活動を行い、
皆さんをお送りするときに少し雨が降り始めました。このよう
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日本区キャビネットの紹介がありました。次期三役の大門さん、
金原さん、香山さん、山口さん、内田さん、次期委員長の竹田
さん、田中（升）さん、幡南さん、勝山さん、安部さん、大山
（謙）さん、森（繁）さんと山田とも子メネット会長、次期西日
本区キャビネットの柳さん、田中（雅）さん、山田（隆）さん、
ご苦労様ですが、キャピタル全員で支援しますので頑張って下
さい。お楽しみ抽選会も行われ、楽しく和やかなうちに、又こ
れから瀬本会長のもとクラブをさらに盛り上げてゆこうという
思い一杯で例会を終えました。ドライバー委員会の皆さんあり
がとうございました。メンバーゲストの方々が入会されること
をお祈りします。

のうち京都の映画撮影所で仕事をするようになりました。その
後、25才で助監督、28才でチーフ助監督、36才で監督とその時
代にしては若くして映画監督に登り詰められたそうです。篠田
正浩、深作欣二、五社英雄、勅使河原宏監督に師事され、「必
殺仕事人」
「バトルロワイヤルⅡ」「男たちの大和」等の戦闘シー
ンを演出されたそうです。私達からすれば、映画界の世界はほ
とんど別世界で知ることはないのですが、スタッフはお酒が好
きな方が多く、朝まで映画について語り明かす日も多く、やは
りお話から映画に対する熱い情熱を注いでこられたのだと感じ
ました。モンゴルでのアクション映画でスタントマンの特撮映
画状況や、様々な苦労話、アメリカ映画と日本映画の撮影方法
等スライドを通して分かりやすく説明していただきました。ま
た、映画の自由な表現力というお話の中で、これから観る映画
の見方が少し変わってきそうな楽しいご講演でした。
に何かよい事をしていると天気でさえ皆さんに味方して下さる
のかなと思いました。この事業を無事に終える事ができ、また
ハンディキャップを負っておられる人との交流が深まったと思
います。第一回目なので反省点は色々とございますが、この奉
仕事業を次期へと繋いで行きたいと思っております。
参加者団体：" きこえとことば" 子どもくらぶ、虹のつばさ4
8名／NPO 法人就労ネットうじ・みっくすはあつ 26名／社会
福祉法人 世光福祉会 ベテスダの家（障害者デイサービス）34
名／京都 YMCA こおろぎ ５名／キャピタルクラブ 45名／ゲ
スト ４名／合計162名

３月13日〜14日、チサンホテル
山田

英樹

西日本区の役員とすべてのクラブ会長が集い流石にその人数
の多いこと、西日本区大会などとはまた違い『これからやるぞ』
というような連帯感のようなものが感じられる集まりでありま
した。近年キャピタルクラブからは主査や主任など、多くの方
がクラブ外の役員をされているので、会長が一人だけで研修会
に参加するということが少なくなってきています。右も左もわ
からない中、ひとりぼっちで、という事がないのはありがたい
のですが例年とはまた違う強烈なプレッシャーを感じる二日間
となってしまいました。
様々な地域から多くのワイズメンが集い親睦を深め、日頃と
はまた違った意味の真髄が垣間見えた気がします。

前進させ後世に残る仕事とジェットコースターのような会社
を安定させて行きたと思っています。
そして、数年前から目指している資格（一度も受験できて
いない）の突破と最近、石倉さんと田中さんにお荷物扱いさ
れているゴルフを上達させ、往年の "イグール山田" の復活
を目指して頑張って行きたいと思っています。

小売事業を続ける中で
山口

雅也

継続して続けていることは、色々あると思います。後継者
の私としては、父親、母親が作り育ててきた会社を次の世代
に引き継ぐことがそのひとつです。お陰さまで今年で設立40
年になります。代表を引き継いで14年になります。
私の代で始めた仕事の一つにインターネットショップでの
小売事業があります。開店して７年になります。この業界は
スピードがとても速く、トレンドが変わっていく様が体験で
きるので、私にとってはとてもいい影響を与えてくれている
と思います。
ネットショップは、パソコンやケータイの画面を見て購入
するため、信用面や安心面に問題があると思われるかもしれ
ませんが、実は実店舗と同じく接客やおもてなしが存在して
いるのをご存知でしょうか。それは、メールでの対応、スピー
ド、商品の梱包、販売ページの作り方や画像に至るまで、挙げ
ればきりのないくらい細かい「おもてなし」が行き届いたお
店が存在します。そんなお店になって、お客様に和雑貨を通
じてなごみや心の豊かさを感じてもらいたいと思っています。
昨年１月から、毎日の出来事やお店の商品のことなどを書
いたブログ（日記）をほぼ毎日更新しています。お店ともど
もご覧になっていただけると嬉しいです。

継続できるかな？…
山田

隆之

体力と気力には自信が有りましたが、歳のせいか数年前か
ら健康診断に行くたびに、肝臓のデーターと尿酸値に悪いと
ころが見つかるようになりました。今年から次の健康診断を
目指して週に2回の休肝日、摂取カロリーを一日当り2,000カ
ロリー以下、柳さんに薦めて頂いたクエン酸を飲むことを欠
かさずに実行しています。
体調を整えて混迷の続く業界においても、一歩一歩会社を

「継続して行動している事」
そんな事、聞かれたらこまります。
吉井

西川
英二 （かねだ えいじ）
‥ ‥ ‥

‥

‥ ‥ ‥ ‥ ‥

‥

紹 介 者 森
繁樹
生年月日 1970年６月25日
家
族 妻
金田さおり（1973年１月28日）
長女 金田わかな（2000年４月17日）
次女 金田 亜樹（2005年10月３日）
勤 務 先 金田総合法律事務所
血 液 型 Ｂ型
結婚記念日 1998年１月25日
趣
味 外食、野球観戦
同 好 会 そろそろゴルフを始めたいと思います。
入会して一言 自己研鑚に励みます。

欽一 （にしかわ きんいち）

‥

紹 介 者 香山 章治
生年月日 1963年１月23日
勤 務 先 リーガルワークス合同事務所
血 液 型 Ａ型
趣
味 釣り（磯・防波堤）・ゴルフ
入ってみたい同好会等 ゴルフ（パープル会には既に参加させてい
ただいております）
入会して一言 皆さんに明るく迎えていただいて入会して良かった
と本当に思っております。例会などに行って皆さん
の明るい笑顔に出会うと、仕事でイライラしていて
も素直にポジティブに考えられるようになる気がし
ています。これからは、私も皆さんのお役に立てる
よう努力したいと思っております。
‥ ‥ ‥ ‥ ‥

金田

崇人

この原稿依頼は、
今までで一番困った原稿依頼となりました。
何故かというと、私は継続するという事が一番苦手です。
やりたい事は、山ほどあり自分でも驚くほど執着し、すぐ行
動に移すのですが継続してるかというと、ほとんど継続出来
ているとはいえるものがありません。簡単に説明すると、
サーフィン：本的に泳げない事を忘れていました。一度、
無理矢理やってみたのですが沖に流され一時間位何も出来ず
波に揺られ漂流し死にそうになり辞めました。
自転車：健康とダイエットのためにと購入し、張り切って
通勤していたのですが３日で風邪をひいてしまい４日寝込み
仕事に影響が出たため、寒い間は控えていました。暖かくなっ
たので最近やっと復活です。一昨日、帰宅中急にチェーンが
外れて転びました。（29才で、自転車で転ぶと思って無かっ
たのでホントびっくりしました。）
ダイエット：毎日は、出来ていないのですが仕事終わりに
サウナスーツを着て「フーフー」言いながら歩いています。
最近は、仕事終わりが遅いため出来ていないので自然に痩せ
る事を心から祈ってます。
スノーボード：中学校２年生の時からはじめ、大分回数も
行っていたのですが、21歳の時にゲレンデの頂上で寒い時期
に寒い所にいる自分に疑問を抱き考えても考えても答えが出
なかったので、一式道具を人にあげました。
禁煙：一年に一度は、辞めようと意気込み一週間はやめて
ます。（意味あるんでしょうか？）
という様な感じですので、継続出来ているものは無いに等
しいと思います。この原稿を書くにつれて、気持が落ち込む
ので何かあるだろうと必死に探しました。結局、私が確実に
継続しているものは、定期預金・キャピタルクラブ・結婚生
活、以上の３つです。こんな私ですが今後とも宜しくお願い
します。
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八木

悠祐

京都部をはじめ、遠くは熊本や名古屋から総勢128名ものワ
イズメンが参加し、仁科次期理事の門出をお祝いいたしました。
キャピタルクラブの瀬本会長の開会の挨拶に続き、仁科保雄次
期西日本区理事から、力強いご挨拶と御礼の言葉をいただきま
した。その後、次期西日本区キャビネットの紹介があり、クラ
ブからは柳さん、田中雅博さん、山田隆之さんが壇上でご挨拶
をされました。大山孜郎さんの食前感謝の後、鏡開きで景気付
けし枡酒で乾杯。大宴会に突入です。皆さん思い思いにテーブ
ルを回り大変賑やかで、楽しい会となりました。
そして、元日本区理事の森田恵三さん、岡本尚男さん、神﨑
京都 YMCA 総主事の励ましの言葉をいただきました。森田さ
んの言葉の中で、キャピタルクラブから２人目の理事を出すこ
との素晴らしさを熱く語られました。改めてキャピタルクラブ
メンバーとして、身の引き締まる思いを感じました。花束贈呈、
次期主任紹介の後、山田英樹次期会長の閉会の挨拶で散会とな
りました。次期に向けみんなの心が一つになるような一日になっ
たのではないかと思います。

竹田

博和

４月18日リトセン夜桜フェスタに先立ち、YY フォーラムと
西岡元主事を偲ぶ会が行われました。YY フォーラムでは加藤
主事より公益法人化への取り組みについて、その後グローバル
コミュニティースタディープログラムに参加したリーダより台
湾で行われた活動の報告がありました。野外リーダーの河崎さ
んがこのプログラムに参加できたことに本当に感謝していると
の言葉が印象に残っています。その後、グリーンチャペルにて
昨年５月30日に天に召された西岡義郎元主事の追悼礼拝が行
われました。西岡さんの思いでをお聞きし、西岡さんが如何に
YMCA に貢献され、また多くのリーダーを育て、感動をもた
らしたかを知ることが出来ました。西岡さんのあの温厚な笑顔
がもう見られないことが残念でなりません。ご冥福をお祈りい
たします。

田中

升啓

巷の桜も散り始めた４月18日の日曜日に毎年恒例の夜桜フェ
スタが YMCA リトリートセンターにて開催されました。世間
の桜は散っていてもリトセンの桜は違います。やはりこの時期
に満開になってくれていました。各クラブの屋台でおいしい食
事をいただき、楽しい音楽を聞き、ライトアップされたきれい
な桜をみていると、普段騒々しい中で仕事をしていることを忘
れて清々しい気分になれます。
おかげさまでうちの子供たちもリトセンが大好きで、今回も
食べるのを忘れて遊びに夢中になってしまい、早々に売り切れ
になってしまった人気の屋台にありつけなかったりもしました。
しかし街中とは違うリトセンの自然の中の夜桜を見て、子供な
がらに清々しい気持ちになったようでした。
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メ ン
山口 雅也
大山 謙一
メネット
勝山 憲子
コメット
金原 佑征
田中啓太郎

5. 10
5. 27

山田 隆之
大門 和彦

5. 13
5. 31

大門 勇斗

5. 8

5. 3
5. 6
5. 24

森
菅原
瀬本

常夫・絹 代
樅一・由利子
純夫・吉 美

ご夫妻
ご夫妻
ご夫妻

5. 8
5. 15
5. 17

５月５日（水）
５月12日（水）

京都ウェストクラブ30周年記念例会
第一例会 CATT 合同例会
ウェスティン都ホテル京都
５月16日（日） かもがわチャリティーラン
５月18日（火） 第二例会 通常例会
５月25日（火） 役 員 会
６月１日（火） 第一例会 通常例会
６月12日（土）〜13日（日） 広島西日本区大会
６月19日（土） 引継例会
６月22日（火） 役 員 会

＜報告事項＞
西日本区
横浜国際大会早期申込

メン24名、メネット４名
特別メネット２名
メン18名、メネット４名

広島西日本区大会早期申込
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
ＹＭＣＡ
５月16日（日） かもがわチャリティーラン 9：00〜
三役報告
次期理事を励ます会 ４月24日開催 メルパルク 120名
山井隆様退会の件 ３月31日付受理
CATT 合同例会 ５月12日（水） ウェスティン都 葵殿
＜各事業委員会報告＞
Ｙサ・ユース
５月16日 かもがわチャリティーラン
地域奉仕・環境
３月28日 メタセコイヤＦ報告
ドライバー
５月〜６月例会予定確認
交
流
横浜国際大会メンバーフォロー
フ ァ ン ド
ヘアケア商品販売
広報・ブリテン
５月、６月記事の確認
Ｅ
Ｍ
Ｃ
５月６日
オリエンテーション開催
＜審議事項＞
山井 隆様 退会の件 ………… 承認
西村融正様・五十嵐由紀様 入会の件
………… 承認

