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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）

各クラブでメンがメネットの参加を促せる来会の企画を！
メネットは是非例会に参加し、ワイズの醍醐味を味わってください！

西村寛子メネット事業主任（京都プリンスクラブ・メネット）
９月

『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。
岩を土台としていたからである。』　　　　　　　　マタイによる福音書　７章 24 ～ 25 節

　こんにちは。今期、メネット会長をさせ
ていただく事になりました菅原由利子で

す。どうぞ、至りませんが一年間よろしくお願いいたします。
　主人が次期会長をお引き受けしました時に、何となく覚悟は
しておりました。今まで、クリスマス例会、お食事会（懇親会）、
ふれあい広場、ベテスダ祭りなどにたま～に参加させていただ
く。そのようなお付き合いの仕方にも関わらず、その度に温か
く仲間にいれてくださる。その雰囲気は素敵だなと思っており
ました。
　前期、次々と様々な企画をされ、活動されるご様子をみせて
いただく中に「私にはとても出来ない」と思ったこともありま
す。でも考えてみれば、ずっとどなたかがメネット会長をして
くださりお世話になっていたのですね。それに気づいたとき、
私なりに皆様に教えていただきながら、菅原会長をサポートす
るという立場で一年間活動させていただこうと思いました。

　７月 19 日には、メネット懇親会を開催いたしました。会長、
次期会長、メンバーからのご参加もいただき、いろいろなお話
も飛び出し、終わった時の「楽しかったね♪」の言葉に皆さん
から優しさと喜びと元気をいただきました。
　『伝統から未来を紡ぐ』伝統を作り上げてくださった初期の
メンバーから新メンバーまで和気あいあいと奉仕活動を楽しん
でおられる。大きな家族のように、誰もが参加しやすく、それ
をずっと繫いでこられている。今、キャピタルの素晴らしさを、
実感させていただいております。
　初期の頃の、子供連れで出る機会が多く楽しかった話も聞か
せていただきました。『伝統から未来を紡ぐ』、その一すじにな
れるように、一年間楽しく過ごさせていただきたいと思います。
　たくさんのご指導を賜りますよう、またご協力いただけます
ようよろしくお願い申し上げます。

Menettes
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在籍者数　　40名
第一例会　　27名
第二例会　　36名
メイクアップ　12名
出 席 率　92.5%

切　　手　　　0g
現金累計　　　0円
Ｅ　　Ｆ　　　0円
Ｊ Ｗ Ｆ　　　0円
EF・JWF累計　　　0円

第一例会　　31,000円
第二例会　　7,000円
累　　計　　45,000円

東日本大震災復興募金
第一例会　　3,773円
第二例会　　3,351円
累　　計　　12,571円

缶 ビ ー ル　　3,496円
安全ライト　10,500円
合同委員会　　9,200円
累　　　計　66,392円

献　　血　　400cc
成　　分　　　1名
累　　計　　400cc
成分累計　　　1名

第一例会　　13,926円
第二例会　　16,908円
今期合計　　58,970円
累　　計　706,122円

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。それでは真に聞
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。

未来を紡ぐお手伝い　　　　
メネット会長　　菅　原　由利子
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賑 や か な 例 会
吉　井　崇　人

　８月第２例会が 19 日（火）にシンガーフォークソングライ
ター＆ティーチャーこと原田博行様をゲストスピーカーにお迎
えして開催されました。
　私用が重なり久しぶりの例会で少し緊張感もありながらの参
加でした。
　正直、原田さまの事は存じ上げておりませんでしたが、講演
中に原田さまが手掛けられた CM ソングを「カフェオーレが
♪　飲みたいの♪～～～♪♪♪」と一曲歌われると、知ってる
やん！　昔から知ってるやん！
　そう、この記事を読んで下さる皆さんの頭の中にも流れてる
はずのあの CM の曲！　こういう事では良くないのだろうが、
一気に興味がわいてきてしまう。
　東北石巻で被災された商店街への復興支援で 24 本の手作り
CM を送られたり・アーティスト活動・YMCA での教師とし
てのお話全てが勉強になりました。
　またこの日は香山章治さんご紹介の左近宏崇さん、山口雅也
さんご紹介の篠田拓也さん、饗場公治ワイズご紹介の舟橋宏純
さんがゲストでお越し頂きました。
　音楽あり、映像あり、笑いありと賑やかな８月第２例会とな
りました。

初めての納涼例会
饗　場　公　治

　私にとっては入会して初めての
鵜飼と納涼例会だったので、す
ごく楽しみにしていました。原稿
も頼まれ写真も頼まれていました
ので意気込んで鵜飼乗り場に行き
ました。沢山の人出なのに知って
いる人が誰もいません。おかしい
なと思い五十嵐さんに電話をした

ら、宇治だったのです！　私が行ったのは嵐山でした。私は京
都での鵜飼は嵐山しか無いと思い込んでおりました。京都には
宇治にもある事を学び、一つ勉強になりました。これから同じ
失敗はしないでしょう。
　遅刻をしたため鵜飼船に乗船できませんでしたが、二艘に分
乗した皆さんは女性の鵜匠による説明と実演を目の当たりで満
喫された後、会場を移して多くのメネットさんも参加され、楽
しい例会になりました。
　全員から近況の一言が披露されニコニコに貢献。香山さん紹
介の土地家屋調査士の左近さんがゲストとして参加くださり、
生憎の天候を吹き飛ばすような夏らしい活気のある納涼例会と
なりました。

入　会　祝　賀　会
長谷川　幸　昌

　今期 EMC 委員会が企画する入会祝賀会。キャピタルクラブ
のメンバーであることをお祝いする会とのことですが、最初は
内容がよくわからず、以前にあった誕生日会に似たものと思っ
てましたがフタを空けてみると全く別もの。
　第一回の今回、お祝いされるのは岡本・勝山・石村・内廣・大山・
仁科・森（常）さんのクラブの重鎮たち。オープニングはお祝い
される皆様が一人ずつ名前を読み上げられスポットライトを浴
びながら入場。今回の主役であることが印象づけられます。
　そんな華々しいオープニングの後、会食を経て順番にスピー
チを頂く。入会の経緯やクラブの黎明期の話を、時にユーモア
を交えながら語られます。話し方も流石は長年クラブに在籍さ
れるだけあって個性的で雄弁。勉強になります。
　面白く思ったのが同じ頃の話を複数の人が口にすることで、
その時代の雰囲気を立体的に感じとれた点。その当時のエピ
ソードをコレだけ濃縮して聞けることは早々ないので時間が
あっという間に過ぎてしまいました。
　次回の入会祝賀会は９月末、どのような話が飛び出すのか楽
しみです。

京都部懇談会報告
ファンド事業

ファンド委員長　田　中　升　啓
　７月 28 日に菅原会長と京都部のファンド事業懇談会に
参加してきました。今期ファンド委員長を拝命しているの
ですが、実は今までファンド委員になった事がなく、他ク
ラブがどのようなファンド事業をされているのかとても
興味がありました。各クラブでいろいろと工夫をされてい
るのを聞き、良い刺激になりました。今期もまだ始まった
ばかりですが、皆様のご協力のもとに、楽しく事業を進め
られればと思っておりますので、よろしくお願いします。

メネット事業
柳　　　早知子

　８月２日（土）上賀茂の“きらきらひかる”で、京都部
メネット事業懇談会が、10 クラブ 20 名の参加者で開催さ
れ、菅原メネット会長と共に参加致しました。畑本部長挨
拶、国松主査挨拶の後、出席者自己紹介に続き西日本区メ
ネット事業主任の西村寛子様より西日本区国内事業の内
容をメインに事業方針についてお話しがありました。続い
て、京都部メネット事業主査の国松和子様より事業方針等
のお話しがあり、今期の合同メネット会は来年の１月に開
催予定である事が話されました。

８月第一例会 2014年８月２日（土）　18:00～21:00
鵜飼観覧・鮎宗 ８月第二例会 2014年８月19日（火）　19:00～21:00

ウェスティン都ホテル京都

菅原会長（中）と香山EMC委員長（右）で勢揃い

参加者全員集合（会長の右隣はゲスト）
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当たり前のことを当たり前にできること
倉　見　直　樹

　キャピタルクラブに入会して３年半が経ちました。私にとって
一番役に立っていることは「当たり前のことを当たり前にする」
ことです。例えば時間。約束とおりの時間に始まり、約束通りの
時間に終わる。当たり前のことかもしれませんが、きっちりやる
となると難しい。「ちょとくらいええやん」という考えが入会する
まではあった。が、先輩方が何に関しても当たり前のことを一生
懸命当たり前にやる努力されているのを見て、自分の甘さを思い
知らされました。今まで自分が何も気にすることなく参加してい
た行事などは、それに関わる方々の努力があってこそ出来ている
んだと知りました。キャピタルに入会してからも様々な行事に参
加していますが「なんで？」と感じさせられることが増えました。
　それだけ自分の基準が上がっているんだと感じます。ワイズの
活動以外でも「当たり前のことを当たり前にできる」ように自分
の周りの方々にも働きかけていくことが自分のこれからの役割だ
と思っています。とはいっても私もまだまだです。これからも当
たり前のことが当たり前に出来るように努力していきたいと思っ
ております。

謙のみ福を受く
西　川　欽　一

　キャピタルクラブの仲間には、自分がこんな人のように年齢を
重ねていきたいと思える先輩（私より年齢を重ねた人）や、しっ
かりと芯の通った自分を持っている後輩（私より年齢の若い人）
がたくさんいます。
　このキャピタルクラブに入会させていただいて５年目になり、

今秋で私が独立開業して 10年が経とうとしています。私のような
「士」のつく仕事は「先生」などと呼ばれるがゆえについつい横柄
になりがちです。私は、「先生と呼ばれるほどではない」と思って、
これまで仕事をしてきたつもりでした。しかし、自分もいつの間
にか横柄になりつつあったことに気づかされたのは、キャピタル
クラブに入会させていただいて、人生の先輩たちの謙虚さを目の
当たりにしたからだと思います。「謙のみ福を受く」これは私がと
ても好きな言葉です。この謙虚さを実践しておられる先輩をお手
本にして生き、そして、後輩のお手本となれるような年齢を重ねる。
そうすることで私は自分自身の描くに理想のおとなになれるだろ
うと思っています。
　私の未来に役立つキャピタルは、そんな謙虚な先輩や後輩の中
で「理想のおとな」になれる環境があるということだと思ってい
ます。

ながーい、おつきあい
西　村　融　正

　私は幼い頃よりハンバーグが好きです。しかし、毎日ハンバーグ
を食べていたら嫌いになっていたかもしれません。もしくは最高の
味を追求して毎日そのことばかり考えていたら、自分で食べて満足
するよりも人に美味しいと言って欲しくなるかもしれません。
　でも、好きなものが豆腐なら毎日食べても飽きないかも。昨日
は醤油をかけて、今日はみそ汁に入れ、明日は油で揚げて。ハンバー
グのようにメインにはなりにくいですが、柔軟に私を喜ばせてく
れそうです。
　そんなことを考えながら「５年後クラブに在籍しているだろう
か？」と思うことがあります。今は、変わっていく自分自身を受
け入れながら気長に付かず離れず。このスタンスが性に合ってい
るのかもしれません。

第１回エルサレム・ユース・コーラス
交流フェステイバル in Kyoto

会　長　菅　原　樅　一

　８月 14 日（木）京都コンサートホールで、エルサレムに住む
イスラエル人とパレステイナ人の高校生たちから構成される合
唱団のコンサートが開催されました（日本 YMCA 共催）。音楽
の力で、憎しみの連鎖を断ち切り、世界に平和を呼びかけよう
と、その熱い想いが約 1,000 人の聴衆の心をゆさぶりました。
かれらを応援するため、京都府下の高校生のコーラス、オーケ
ストラも出演し、最後のステージでは全員で『花は咲く』を歌
いました。会場に集まったすべての人々の胸に平和への願いが
強く刻みつけられました。
　参加者　菅原・岡本　　協力券販売協力　13,000 円

桂厚子京都部直前部長
「エルマー・クロウ賞」受賞

　８月７日（木）～10日（日）にインド・チェンナイで開催された
第 71 回国際大会で桂京都部部長が「エルマー・クロウ賞」を
受賞されました。この賞は前年度の部長の内、傑出された働き
をされた方に贈られる国際賞です。
　受賞祝賀会が10月26日（日）17時から京都ロイヤルホテル＆ス
パで開催されます。

〈エリア別登録者数〉
アフリカ　24 名、アジア　106 名（内日本は 55 名で地元インドを
除いて最多参加者国）、カナダ・カリブ　２名、ヨーロッパ　40 名、
インド　149 名、韓国　21 名、ラテンアメリカ　２名、南太平

洋　５名、米
国　４名。
合計の登録者
数 は 353 名

（プラス日本
か ら の 10 名
を含む約 100
名のユースコ
ンボケーショ
ン参加者）

じゃがいもファンドのご案内
じゃがいも　５㎏　1,200円　　10㎏　1,850円
か ぼ ち ゃ　10㎏　2,250円
3種詰合わせ（じゃがいも3㎏、かぼちゃ4㎏、玉葱3㎏）

10㎏　2,600円
申込締め切り　９月10日（変更は9月20日まで可）
荷受け予定日　10月19日（日）

あなたの未来に役立つキャピタルは？
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編集後記
　今期の第３号ブリテンをお届けできた事にご協力頂いたすべ
ての方に感謝いたします！
　今夏は毎年楽しみな高校野球で京都代表の平安高校が早々に
敗退し、なにやら夏気分も盛り上がりませんでしたが皆様いか
がお過ごしでしょうか？
　今号より委員会紹介のコーナーが始まりました
のでお楽しみくださいませ！
　まだまだ段取りが悪くバタバタして皆様にご迷
惑かけっぱなしのブリテン委員長ですが、「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 !!　そして期日はできるだけ
守って下さいね !!　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

〈各事業委員会報告〉
・YMCAサービス・ユース事業委員会　YMCA サービス・

ユース献金の集計報告、72,600円（33名）／リトセン秋の準
備ワーク（９月７日）：現在 14 名参加予定／オータムフェ
スタ（11月23日）協力内容：飲み物の販売／わんぱくチャレ
ンジクラブ 12月７日（日）に決定
・地域奉仕・環境事業委員会　ふれあい広場下見の報告　７

月24日（木）　参加者：視覚障害者１名、こおろぎ４名、キャ
ピタル２名（勝山さん・西川さん）　行先：六甲山の上美術
館（さわるみゅーじあむ）他　ふれあい広場参加費は、2,500
円／プルタブ・エコキャップについて　メネット懇親会に
てアピールし、メネットに収集協力を要請。／献血協力者
の確認　７月23日　石村さん　７月９日と27日　森繁樹さん

（成分献血）　※例会でアピールと報告を行う。
・ドライバー事業委員会　７月第２例会「部長公式訪問」の

実施報告／８月第１例会「納涼例会」の実施報告／納涼例
会２次会実施報告（参加者数：15名）／８月第２例会「通常
例会」の実施報告／９月第１例会「通常例会」の確認　講師：
大塚真帆（招徳酒造株式会社　杜氏）　演題：「深くて広～
い日本酒の魅力」／ 10 月第１例会ゲストスピーカー：松石
三重子氏（予定）／ 10 月第２例会ゲストスピーカー：岡本
尚男氏　※内容「ワイズの基本に立ち返る」
・交流事業委員会　IBC　ベゼルクラブの件　７月25日仁科

さんを通じて、キャピタルからの手紙とブリテン７月号を
送付する。／めいぷるクラブとの合同例会　めいぷるクラ
ブ西村日子一郎ドライバー委員長と連絡を取って打ち合わ
せ予定。／写真つきメンバー表の作成予定
・ファンド事業委員会　インターネットオークションファン

ドの協力の呼びかけ／わらしべ長者ファンドの協力呼びか
け／じゃがいもファンド、じゃがいも、かぼちゃ等、売値
の確認　※９月例会で申込みをとる。／今後のファンド内
容についての報告／ BF 献金：12月第１例会に予定：目標
１人 1,500 円（現金 + 使用済み切手換金分）
・広報・ブリテン事業委員会　９月号、10月号骨子の確認／

ピカサ（写真）の URL をメンバーメールに配信する。
・EMC事業委員会　第１回入会祝賀会の収支報告／第２回

入会祝賀会の進行内容の検討　日時：平成26年９月30日
（火）　場所：ディアマン　ノアール　スピーチ：「入会時
期から会長期までを振り返って」
・メネット会　メネット懇談会（８月２日）の報告　西村寛

子西日本区メネット事業主任による今期西日本区国内プロ
ジェクト（希少難病患者支援）の説明がありました。参加者：
菅原メネット会長、柳メネット

〈審議事項〉　プロジェクターとスクリーン、購入の件　承認
〈その他〉　西川 30 周年記念誌委員長より、記念誌の進歩状況

の報告があった。
※まだ、原稿を頂けていない方が数名。
※ 30 周年記念誌の発行予定日は、10 月 31 日です。
第３回三役会　９月17日（水）19：00～　於：天
第３回役員会　９月22日（月）19：00～

於：ウェスティン都ホテル京都　平安の間

メ　　ン　菅原　樅一　９月11日　　長谷川幸昌　９月11日
メネット　山口　弘子　９月16日　　山田とも子　９月20日
　　　　　菅原由利子　９月20日
コメット　山口昂一郎　９月９日　　山田　智也　９月12日

亀井　久照・三千代　ご夫妻　９月15日
吉井　崇人・香　月　ご夫妻　９月17日

〈西日本区・京都部報告〉　各西日本区地域部会の日程確認／京
都部部会（９月14日）：現在の参加申込者35名（メネットを含む）

〈YMCA報告〉　鴨川チャリティートーチウオーク（９月21日）
／８月23日・24日の２日間・日帰りにて、福知山豪雨災害支
援ボランティア（キャピタルクラブの参加者はなし）

〈三役会報告〉　災害時積立金の取崩しについて検討した。

委　員　会　紹　介

広報・ブリテン事業委員会

委員長　安部英彦　ニックネーム　あべちゃん
常にクラブの皆さんに支えて頂いている事に感謝し一
生懸命頑張りたいと思います！
副委員長　饗場公治　ニックネーム　あいばちゃん

この委員会に配属されて、右も左も分からない状態で
したが委員長がすごくがんばってる姿を見て、僕も頑
張らないとという気持ちになりました。少しでも委員
長のお手伝いができる様に僕も頑張っていきたいと思
います。
委員　岡本尚男　ニックネーム　おかもとさん

価値のある内容、読みやすい紙面作り、発行日の厳守、
ミスのないブリテン作りに努力します。
委員　亀井久照　ニックネーム　かめちゃん

頑張ります！
担当三役　菅原樅一　ニックネーム　かいちょう

キャピタルメンバーの身近な情報から世界のワイズ、
YMCA の動きまでブリテン記者魂で幅広く報道した
いです。

2014年８月26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　役員会議事録

HAPPY BIRTHDAY

HAPPY ANNIVERSARY

左から亀井・岡本・菅原・安部・饗場さん


