
－ 1－

例会出席 BFポイント ニコニコ ファンド 献　血 125周年
募　   金

[

　
　
月
報
告]

125

年間強調
目標PR

西日本区
強調月間

強い義務感を持とう　義務はすべての権利に伴う
 " TO  ACKNOWLEDGE  THE  DUTY  THAT  ACCOMPANIES  EVERY  RIGHT "
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今月の聖句

国 際 主 題：IP　Isaac Palathinkal（インド） “Talk less, Do more”「言葉より行動を」
アジア主題：AP　岡野泰和（大阪土佐堀） “Start Future Now”「未来を始めよう、今すぐに」 
西日本区主題：RD　松本武彦（大阪西） “To walk together, echoing each other”「響き合い、共に歩む」
京都部主題：DG　畑本　誠（京都トゥービー） 「行雲流水」～Be Y'smen～

メネット主題：RSD　西村寛子（京都プリンス） 「私にできること…　あなたにできること…」 
 　心の声に耳を傾け　メンとメネット　二人三脚で　いきましょう！

クラブ主題

会　長／菅 原 樅 一
副会長／石 倉 　 尚
　　　　山 田 隆 之
書　記／八 木 悠 祐
　　　　森 　 繁 樹
会　計／内 田 雅 彦
　　　　山 口 　 恵『伝統から、未来を紡ぐ』

各クラブの活動をホームページ・Facebook 等で取り上げ、ワイズメンズクラブの活動をアピールしましょう。
加藤信一広報・情報委員長（京都トップスクラブ）

６
在籍者数　　41名
第一例会　　33名
第二例会　　38名
メイクアップ　　9名
出 席 率　　97.6%

切　　手　　　　0g
現金累計　62,865円
Ｅ　　Ｆ　　　　0円
Ｊ Ｗ Ｆ　　　　0円
EF・JWF累計　43,200円

第一例会　　12,000円
第二例会　　5,000円
累　　計　288,000円

東日本大震災復興募金
第一例会　　2,719円
第二例会　　　　0円
累　　計　　50,555円

マージャン大会　　　31,957円
大 山 ハ ム　　　　　　7,500円
合同委員会　　　　　　8,400円
玉ねぎファンド　　　　2,400円
第二例会ドリンク販売　10,970円
ドリンク在庫買取　　　4,170円
累　　　計　　　　1,157,769円

献　　血　　　0cc
成　　分　　　0名
累　　計　　800cc
成分累計　　　0名

第一例会　　2,906円
第二例会　　　　0円
今期合計　　55,416円
累　　計　647,152円

MはMembership。手を挙げワイズソングを歌えば先輩、後輩関係なく、常に声を掛合い親睦
を図り、より良い関係を築きましょう。Cは Conservation。素晴らしいクラブ作りに向けて、
皆さんのワイズ力で未来予想図を描きましょう。　　河原正浩EMC事業主任（京都トップスクラブ）
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『見よ、わたしはあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても、私はあなたを守り、必ずこの
土地に連れ帰る。わたしは、あなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。』

創世記　第 28 章 15 節　　

　前期はキャピタルクラブ 30 年の歴史の中で、一際輝
く一頁を飾ることが出来た素晴らしい一年でした。いよ
いよ今期がスタートします。会長という重責からのプ
レッシャーを強く感じますが、その都度去る５月 11 日
に開かれためいぷるクラブ 30 周年記念例会で聞かせて
いただいた、スペシャルオリンピックス日本設立者、細
川佳代子氏の講演を思い出します。知的障害のあるアス
リートが勇気を振り絞って挑戦し努力し、満場に感動を
与えたお話です。人は誰でも勇気を持っている、私も負
けずに頑張ろうと覚悟を決めさせていただきました。
　今期の主題は、「伝統から、未来を紡ぐ」です。
　私達は今、30 年のキャピタルクラブの伝統の中で、例
会や様々なクラブ事業において、メンバー一丸となって
誠心誠意、力を尽くしながら、かつ楽しく活動していま
す。これから未来に向けて、この伝統を守り続け又、進

化させて行かねばなりません。その為メンバー、１人１
人ベテランから若手まで、互いに思いやりと寛容と優し
さの気持ちを大事にしながら、個性を大いに発揮出来る
ような雰囲気づくりを目指したいと思います。
　キャピタルクラブの良さを、多くの人に知ってもらい、
新しいメンバー増強も必要です。又、来年夏、京都で開
かれるアジア地域大会、とりわけユースコンボケーショ
ンに向けては、キャピタルクラブから、香山章治ユース
委員会委員長を輩出しています。クラブを挙げてバック
アップしていきます。キャピタルクラブが、世界に大き
く目を広げるチャンスとしましょう。
　この一年間、皆様のお支えをいただきながら、皆様と
一緒にワイズライフを楽しんで参りたいと思います。
　どうかよろしくお願いいたします。

Kick－off 
EMC－MC

　　思いやり、寛容、優しさのなかで個性を発揮

第 32代会長　　菅　原　樅　一
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引　継　例　会
椿　森　昌　史

　自分自身、２回目となる引継例会です。前回は入会して間も
ない時期でしたので、第３者的な気持ちの引継例会でしたが、
今回は１年間キャピタルクラブにお世話になり、30 周年記念
例会やファンド事業委員会などに参加させていただき、また引
継例会 PTにも参加しての引継例会だったので、やっと仲間に
入れていただいたかなという思いの例会でした。
　金原会長最後の開
会宣言と開会点鐘か
ら始まり、ホームク
ラブ200％をはじめ、
パープル大賞などの
各表彰、西日本区よ
り受賞したアワード
の発表から、会長、
役員や委員長の引継
ぎが行われました。
クライマックスは、
金原会長への労いを
込めて、金原会長の
胸を熱くする「渡良瀬橋」を皆で合唱し、サプライズプレゼン

ト。感極まる金原会長の姿
にキャピタルクラブの温か
さを感じました。
　７月からは、菅原次期会
長を筆頭に新体制での運営
となります。新しいカラー
で、新しい風を吹かせなが
ら、楽しく且つ学びの一年
となる事を願っています。

サイバー犯罪対策
大　山　謙　一

　最後の通常例会は、静かな口調ながらも今まで以上に力強さ
感じた会長挨拶から始まった。
　『サイバー犯罪の対策・近年の傾向』と題して、京都府警サ
イバー犯罪対策課 ネットトラブル対策係長　近藤勇二様をお
招きして、ご講演をいただいた。あまり聞き覚えのない京都府
警の対策本部の名前。どんな話が聞けるのか楽しみにしていた。
　インターネットにおける落とし穴。想像以上のものだった。
あまり意識していなかったけれどマナーやルールに気を配り、
違法なモノでないか考え真摯に利用しなければと改めて思わさ
れた。一番印象的だった話はある写真の投稿から犯人を探し出
したという話。
　それも日本で撮られた写真ではなく外国で撮られたものだと
いう。たった一枚の写真から犯人逮捕に至った事に驚いた。昔
なら映画のような話だと思っていたのに。京都府警に色んな情
報があつめられ、相談者が多いということも印象的だった。
　皆さま、お互いに自己責任で健全にインターネットを楽しみ
ましょう。
　最後にひとこと。毎年思うことだけど例会の写真をとるメン
バーが変わるこの例会。秘かに楽しみのひとつである。

第 17 回東日本区大会
岡　本　尚　男

　メネットとの６日（金）～８日（日）二泊三日の旅は雨ばかりだっ
た。
　４日の前夜祭は浅草にある 1880 年創業の老舗「神谷バー」。
ここの「電気ブラン」は専売特許。大会のお土産についてい
た。ロシアから来日のBF代表のタチアナさんとも言葉を交わ
す。この方は西日本区大会にも参加するので、区大会に出るメ
ンバーには紹介する機会があるかもしれない。
　２日目は浅草公会堂で開会式と岸井成格毎日新聞社特別編集
委員による「歴史の転換期における環境問題」の講演は、今の
世相と政治の裏を語るものであった。メモリアルアワーでは４
月 20 日に逝去された東京クラブの松本良三さん他 12 名の方を
悼み、各種表彰、理事引継式は東京クラブの田中博之さに理事
バッチが引き継がれた。書記は同クラブの大槻展子さん。参加
者は 470 名で、浅草ビューホテルでの懇親会場では来年京都で
開催のアジア地域大会のアピールに駆り出された。
　３日は東京スカイツリー見学で、最上階まで登ることが出来
た。生憎の雨で景色は見られなかったが、規模の凄さは実感
できた。亀戸梅屋敷から水陸両用バスによる短い都内観光と東
大島「旧中川・川の駅」から船に早変わりしたバスで水に浮か

ぶことも体験でき
た。
　出かけなければ
体験できないこと
が沢山あり、久し
ぶりの方や東京ク
ラブの方々にも出
会うことが出来
た。皆さんにも是
非クラブから外へ
出かけてほしいと
思った。

６月第一例会 2014年6月3日（火）　19:00～21:00
ウェスティン都ホテル京都 ６月第二例会 2014年6月21日（土）　18:00～21:00

ウェスティン都ホテル京都

左から森田惠三夫妻（京都ウエスト）・
田中博之東日本区次期理事夫妻・岡本尚男夫妻

「渡良瀬橋」はいいなあー

出席率200％（メイクアップ含む）のメンバー ６月末で退会の橋本さん

次期役員の皆さん

優秀クラブ賞の
盾を手に　　　

京都部主査として
ご苦労様でした　
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　６月14日（土）・15日（日）、今期高瀬理事のお膝元である山口県
岩国市で西日本区大会が開催されました。私は前夜祭に参加す
るために、前日の３時過ぎの新幹線で一路岩国を目指しました。
　今回は会長として臨む西日本区大会ということで、大会に臨
む気持ちも格別なものがあり、更に何かしらの表彰もいただけ
るのでは？という思いもあったので、大きな期待と共に、一年
間の様々な思い出を巡らせながら、新幹線でもほぼ眠ることな
くあっという間に岩国まで到着しました。
　岩国と言えば「錦帯橋」。前夜祭は錦帯橋のすぐ近くにある料
理旅館　半月庵にて開催されました。とてもおいしい料理と共
に、お酒処である岩国の幻の銘酒が振る舞われ、他部他クラブ
の皆様との楽しい懇親のひと時を過ごさせて頂きました。高瀬
理事の奥様のお琴の演奏も楽しい宴に花を添えて頂きました。
　大会１日目、本大会は岩国駅の近く「シンフォニア岩国」で
開催されました。この会場、かなり遠くからも見ることができ、
施設内も美しく大変立派な施設でした。私は開会前にステージ
の裏手に集合。大会のオープニングの華であるバナーセレモ
ニーに備えました。ステージ裏の私達からは見ることが出来な
かったのですが、小学校６年生と２年生の姉妹によるバイオリ
ン演奏で大会は幕を開けました。更に、ステージに 10 数名の
弦楽５部の合奏団の皆様が並ぶ中、バナーセレモニーも生演奏
をバックに華やかに行われました。今大会の素晴らしさの一つ
に、ワイズソングなど様々な音楽を生演奏で行うという演出が

あり、生演奏の素晴らしさに皆が感銘を受けました。
　懇親会は会場を錦帯橋のすぐそばの「岩国国際観光ホテル」
に移して華やかに開催され、ここでも岩国の自慢のお酒の飲み
比べを楽しみました。メンバーはお酒と歓談に気を取られ、あ
まり気づいてもらえなかったのですが、ここでもキャピタルは
「区大会登録メンバー数」で第３位の表彰をいただきました。
　そして大会２日目、キャピタルは例年通りたくさんの表彰を
いただきましたが、特に例年に加えていただいたのは、「交流
推進優秀クラブ賞」「メネット優秀賞」、そして理事表彰である
「優秀クラブ賞」です。本当に皆様のご協力・ご尽力の結晶だ
と思います。一年間、本当にありがとうございました。

出席者
メ　　ン　石倉・岡本・金原・香山・神﨑・菅原・田中（雅）・

仁科・八木・山口（雅）・山田（英）
メネット　石倉・岡本・香山・菅原・仁科・柳・山田（と）
コメット　石倉（京）

表　彰　一　覧

理事表彰　優秀クラブ賞

YMCAサービス・ユース事業
　優秀賞　Yサ・ユース献金優秀クラブ賞

地域奉仕・環境事業
　CS献金ベスト10　TOF献金ベスト10
　FF献金ベスト10　CS個人献金ベスト10（岡本さん）

EMC事業
　青年会員獲得賞　出席率90%以上達成賞
　YES献金達成賞

ファンド事業
　１人あたりの金額ベスト10　BF100%達成賞

交流事業　交流推進優秀クラブ賞

メネット事業　優秀賞

第17回西日本区大会　６月14日（土）・15日（日）

岩国市　シンフォニアいわくに

優秀クラブ賞受賞　他13部門受賞

会　長　　金　原　弘　明

高瀬理事、田中東日本区次期理事、東京クラブの方々も一緒

バナーセレモニー 今日が誕生日でお祝いをゲット
山田（英）さん

高瀬理事より優秀クラブ賞授与
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人脈を深める大切さ
饗　場　公　治

　まだ入会してまもないので難しいテーマですが、最近、
キャピタルが楽しくなってきました。キャピタルの人は
色々な話しをしてくれ、相談にものってくれます。
　ここでは人と人との付き合いが出来、ビジネスと割り切
る会やうわべだけの付き合いの会と違って、僕にあってる
感じがします。人脈はただ広げるだけではなく、深める事
が大事だし、このクラブは深めるための会だと、最近分かっ
てきました。
　仲を深めていくと、苦しい時や辛い時に話を聞いてくれ
る人が出来る事が僕にとって、未来に役立つキャピタルだ
と思います。
　キャピタルを含め３つの会に所属しているのですが、
キャピタル１本に絞ろうと思っております。３つも所属し
ている為、中途半端な動きになったりして皆さんに迷惑を
かける事になってる気がします。直ぐには無理かもしれま
せんが、ゆっくりと一人一人との仲を深めていきたいと思
います。それが僕にとっての未来に役立つキャピタルだと
思います。

ここでなければ得られない経験
長谷川　幸　昌

　キャピタルに入会して３年半。メリットは素晴しい先輩
方に出会えたこと。いろんな機会を通じ、ちょっと先輩の
親近感のある体験談から大先輩の大局観に至るまで、キャ
ピタルにいなければ得られない多くの知識や経験を得るこ
とができたのはかけがえのない収穫。
　デメリットは時間とお金を消費すること。正直、例会を
欠席したらどれだけ仕事が進むか。会費を払わないとどん
なに楽か……考えることもしばしばあります。
　しかし、会費を払い例会に出席した後で、悔いることは
一切無し。苦しい状況でも来月もキャピタルメンバーでい
られるよう、次回も出席できるように頑張ろう。そう思え
るし、先輩方もそう思ってたとのこと。
　自分の目標としたい人が多くいるキャピタルクラブ。　
そんな先輩方の歩んで来た轍

わだち

に今自分がいる。今はいろい
ろ大変だけれど、この轍

わだち

の先に素晴しい先輩がいるのだと
思うと、自分の未来がとても楽しみです。

リーダーシップの在り方
松　井　陽　子

　「なるほど！」原稿依頼が来た時に心に浮かんだ感想だ。
私は、様々な団体に所属し、活動をしている。しかし、実は、
それぞれの団体に所属をしていることが、「私の未来にどう
役に立つのか」ということをしっかりと考えたことがない。
　怒られるかもしれないけれど、キャピタルクラブに入っ
たのも、誘われて、また知っている方も既にメンバーで、
「色々、経験できるかなあ」といった感じだ。よっぽど嫌な
場合は別だけれど、誘って頂いたら「ご縁」と思って入会
させて頂いてきたものが多い。
　しかし、今の（未来の？）私に役立っていると思うのは、
皆さんのリーダーとしての振るまいだ。会を運営していく
にあたって、どう人をまとめていくのか、その人の個性と
も相まって、とても勉強になっています。
　議員としてはもちろんだけれど、いつか役が回って来た
時にしっかりと役目が果たせるように、人としての「引き
出し」を多くしておきたいと思います。

学びと癒しの場
山　口　　　恵

　私にとってのキャピタルクラブは自分を成長させるため
の場所であり、学びであり、癒しの場所だと思っています。
　現在の仕事は結婚相談所としてもセラピストとしても、
ほぼ、カウンセリングが中心となっていますが、私が最も
癒される場所はキャピタルクラブでの例会、委員会、さま
ざまな行事などで皆さんとお会いして、ワイワイお話しす
ることかなと感じています。
　私がカウンセリングが必要な時は、皆様、お酒、カラオ
ケのお付き合いをこれからも宜しくお願いいたします !!
　また、今期は会計という大役をいただきました。また、
一つ成長できる場所をいただけたのかなと思っています
が、なかなかプレッシャーも感じています。天然炸裂なわ
たくしですので皆様の温かい心で見守っていただき、ご指
導いただければと思っています。
　これからもキャピタルのクラブ活動を活力にして、益々
仕事も頑張って、夫婦、家族皆で助け合って楽しく過ごし
ていきたいと思います。
　皆様、これからも宜しくお願いいたします。

聖句の解説　この箇所は、教会では派遣の場面でよく使われます。週の初めの礼拝を終え、日常の生活に派遣されて行く時
に、こう言われると「ホッ」とするのは私だけではないでしょう。
　旧・新約聖書を貫いて伝えられる神の福音とは、煎じ詰めれば「神は人と共にいてくださる」ということになるのではな
いでしょうか。それはイエス誕生の時に天使がマリアに伝えた名前（インマヌエル＝神我らと共にいます）や、復活のイエ
スが昇天の時に言われた、「わたしは世の終わりまで、いつもあなたがたと共にいる」にもつながっています。
　わたしたちは誰しも、人生を旅する旅人です。時には嵐吹くときもあるでしょう。いやそういう環境のほうが多いのかも
しれません。誰もが自分のことで精一杯で、誰もこの苦しみを分かってくれないと思う時、自殺してしまうくらいに、希望
が持てないのではないでしょうか。
　YMCAの活動は日曜日にも多くの時間を使います。しかし神様は共にいるといってくださいます。この希望を世に伝え
ていく時、YMCAの働きは教会や神様から派遣されているといえるのではないでしょうか。

あなたの未来に役立つキャピタルは？
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〈西日本区・京都部報告〉
５月９日　Ｙサ・ユース事業懇談会（於　三条YMCA）に３名
出席
広報事業懇談会　６月末頃　予定
EMC事業懇談会　７月末頃　予定

〈YMCA報告〉
６月29日（日）リトセン開設ワーク　※昼食カレー提供担当
７月６日（日）・７月13日（日）　サバエ開設ワーク

〈三役会報告〉
森繁樹次期書記より年間スケジュール（案）の発表があった。
ベテスタまつり　10月13日（日）
東京クラブDBC　３月28日（土）～29日（日）
メタセコイヤフェスティバル　５月

〈各事業委員会報告・事業計画案報告〉
・YMCAサービス・ユース事業委員会　
わんぱくチャレンジクラブ（12月）の日程を決定する。
YMCAサービス・ユース献金 2,200 円／人を８月例会時に
集める。
・地域奉仕・環境事業委員会　
チャリティーコンサートの主管委員会を確認する。
他クラブのCS事業への協力も検討する。
献金の趣旨や行先等を明確にしてメンバーに案内する。
献金時期が重ならいように他委員会と調整する。
各事業に多くのメンバーや参加者が参加できるように工夫
をする。
日時が未定の事業に関しては、他の事業との予定を考慮し
て早期に決定する等。
・ドライバー事業委員会　
例会運営等について、ワイズソング等の音楽をクリアな音

〈西日本区・京都部報告〉
第１回　京都部評議会報告（６月８日）
広報懇談会（６月26日）　地域奉仕・環境懇談会（７月18日）
EMC懇談会（７月25日）　交流懇談会（９月12日）

〈YMCA報告〉
YMCA会員集会（６月27日）　ワイズデー（11月２日）
街頭募金（11月２日）

〈三役会報告〉
年間スケジュールに日日の追加記載がされた。
ベテスタまつり　10月13日　ワイズデー　11月２日
東日本区大会　６月６日～８日

〈各事業委員会報告・事業計画案報告〉
・YMCAサービス・ユース事業委員会　
「125 周年記念事業への協力」について、クラブとして検
討する。
・地域奉仕・環境事業委員会　
各事業の担当制の見直し、委員長が統括責任者であり、委

で作り直す。
ワイズソング、YMCAの歌の歌詞について英語の歌詞に
するなど検討する。
２人目以降、指名ニコニコいついての話がありましたが指
名はしにくいとの意見となりました。
・交流事業委員会　
次期交流委員会で「RAHAクラブとの交流に関して今期
の交流委員会から引継ぎを受けて欲しい」と意見がありま
した。
めいぷるクラブとの合同例会を開催の際は、交流委員会が
担当となる。
写真付きメンバー表の更新をする（新メンバーも増えている）
・ファンド事業委員会　
インターネットオークションの活用、わらしべ長者ファン
ドの実施と新しいスタイルのファンド実施の予定。
・ブリテン事業委員会　
ブリテン掲載の個人情報について検討すること。
・EMC事業委員会　
事業計画書に、YES献金　200円／１人×人数分を追記する。
・メネット会　
スタッフ　１名検討中とのこと。
・内田次期会計より、一般会計予算案、特別会計予算案の説
明があった。

〈審議事項〉　
特になし

〈その他〉　
次回次期三役会　６月17日（火）19:00～　於：天
第２回次期役員会（合同）　６月24日（火）19:00～

於：ウェスティン都ホテル京都　平安の間
第１回役員会　７月22日（火）19:00～

於：ウェスティン都ホテル京都　平安の間

京都部広報懇談会開催
広報・ブリテン委員長　安　部　英　彦

　６月26日（木）19時より京都YMCA201号室にて、京都部広報
懇談会が行われました。最初に倉田京都部次期広報主査、畑本
次期京都部部長、松本武彦次期西日本区理事のご挨拶があり、
その後、次期広報主査方針の説明後に、クラブのFACEBOOK
頁を見て入会された方がおられたという報告がありました。
　７月から、西日本区では広報事業委員会が情報委員会と名称
を変更し、広報主任を廃止して、常置委員会に制度変更がなさ
れるが京都部は広報主査を設けて、PR委員会を設立し、広報
主査が委員長を兼務して、当面の対応を図ることとなりました。
　我がクラブの八木広報主査が現の PR委員会委員長として、
プロジェクターを使用して京都部のウェルカムページやリンク
バナーについて説明をされていました。
　最後に強く印象に残ったのが「YMCAサービスや地域奉仕
活動もワイズメンズクラブの広報活動の一環でもあるので、広
報委員会もブリテンだけではなく積極的にその活動に参加しよ
う」と言われていた事です。我が広報ブリテン委員会も頑張ら
ねばと強く思いました。

2014年５月13日（火）19:00～21:00
ウェスティン都ホテル京都　平安の間

第１回　次期役員会議事録

2014年６月24日（火）19:00～21:00
ウェスティン都ホテル京都　平安の間

第２回　次期役員会議事録
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編集後記
　祝！初号発行 !!　広報ブリテン委員長を拝命いたしまして、
初めての事ばかりでバタバタしておりますが、優しいブリテン
委員会メンバーに尻を叩いてもらい、なんとか初
号を無事？発行できました事を、ご協力頂いた皆
様に心より感謝いたします。「早い目、早い目」を
心掛け頑張ってまいりますので、皆様原稿依頼を
断らないでくださいね !!　次号もよろしくお願い致
します !!

広報・ブリテン委員長　安部　英彦

〈西日本区・京都部報告〉　
６月14日（土）　西日本区代議員会　アジア地域大会支援金、
次期における次々期理事候補等承認
８月７日～10日　国際大会　インド（チェンナイ）
６月８日（日）　第４回京都部評議会　京都部仮決算等承認

〈YMCA報告〉　特になし

〈三役会報告〉　
バナー発注の件　100枚　151,200円（税込）　仕様を落とすと
品質が落ちる為、現在の仕様のままとしたい。
災害積立金について　今期役員会での決定事項を申し送り。
必要であれば再検討していただく。
イベント保険について　年間のクラブ行事を一括して加入で
きる保険があるか確認し、あれば申込をしてはどうかとの提
案を申し送る。

〈各事業委員会報告〉
・YMCAサービス・ユース事業委員会　
下半期報告・決算報告について確認

メ　　ン　藤田　浩史　７月１日　　神﨑　清一　７月８日
　　　　　亀井　久照　７月16日　　山口　　恵　７月31日
メネット　内廣　嘉子　７月22日　　柳　早知子　７月29日
コメット　幡南　玲奈　７月８日　　八木　萌寧　７月19日
　　　　　山口　龍樹　７月20日

八木　悠祐・未穂　　ご夫妻　７月７日

員全員の協力を基本とする旨を再確認した。
メタセコイヤフェスティバルについて、開催時期、メンバー
協力の工夫、PT結成等の確認があった。
視覚障がい者の迎賓館見学の引率についての報告があった。
・ドライバー事業委員会　
７月例会運営について確認。８月第２例会スピーカーにつ
いて報告
９月第１例会スピーカーについて交渉中
・交流事業委員会　
ベゼルクラブからの連絡があった旨の報告
新旧合同委員会で、DBC 関連、IBC 関連の新旧の引継ぎ
がされた報告
・ファンド事業委員会　
７月カステラファンドについての確認
８月からわらしべ長者ファンドの開始
・ブリテン事業委員会　
ブリテン掲載の個人情報について取扱の報告があった。
７月号、８月号骨子
・EMC事業委員会　入会祝賀会の内容の検討
・メネット会　事業計画案等について確認。

〈審議事項〉　
各事業委員会事業計画承認の件　承認
年間スケジュール案承認の件　承認
予算案承認の件　　　　　　　承認

〈その他〉　
第１回三役会　７月18日（金）19:00～　於：天
キックオフ例会（７月第１例会総会）　７月１日（火）

於：ウェスティン都ホテル京都　稔りの間
第１回役員会　７月22日（火）19:00～

於：ウェスティン都ホテル京都　平安の間

・地域奉仕・環境事業委員会　
「メタセコイヤフェスティバル」について決算報告
下半期報告・決算報告について確認
・ドライバー事業委員会　
６月例会の報告
下半期報告・決算報告について確認
・交流事業委員会　
IBCの現状についての報告と引継ぎ事項の確認
下半期報告・決算報告について確認
・ファンド事業委員会　
各種ファンドの履歴について確認
下半期報告・決算報告について確認
・広報・ブリテン事業委員会　
下半期報告・決算報告について確認
・EMC事業委員会　
ホームクラブ 200％・メイクアップ 200％表彰者について
及び次期への引継事項の確認
下半期報告・決算報告について確認
・メネット会　
下半期報告・決算報告について確認
・ 30周年記念委員会　
「30 周年記念事業」決算について確認
・引継PT　
「引継例会」決算について確認

〈審議事項〉　
橋本眞一さん退会の件　承認
各事業委員会　下半期報告・決算報告　承認の件
（訂正事項を修正する前提で）承認
一般会計・特別会計　年間決算報告　承認の件
後日改めて報告のうえ承認を仰ぐ

〈その他〉　
総会　７月１日（火）

2014年６月24日（火）19:00～20:15
ウェスティン都ホテル京都　平安の間

第12回　役員会議事録 HAPPY BIRTHDAY

HAPPY ANNIVERSARY


