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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）

10
在籍者数　　41名
第一例会　　34名
第二例会　　35名
メイクアップ　　5名
出 席 率　95.1％

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　　14,000円
第二例会　　7,000円
累　　計　　69,000円

東日本大震災復興募金
第一例会　　2,778円
第二例会　　　　0円
累　　計　　18,972円

累　　計　66,392円

ユーススポーツ大会寄付金
第一例会　　4,000円
第二例会　　　　0円
累　　計　　4,000円

献　　血　　400cc
成　　分　　　1名
累　　計　1,200cc
成分累計　　　3名

第一例会　　9,136円
第二例会　　　　0円
今期合計　　96,781円
累　　計　743,933円

ワイズデーの広報をして、ワイズメンズクラブの認知度を高めましょう。
加藤信一広報・情報委員長（京都トップスクラブ）11月
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『そこで王は答える。「はっきり言っておく。私の兄弟であるこの最も小さい者の一人に
したのは、わたしにしてくれたことなのである。」』 　　　マタイによる福音書 25 章 40 節

　皆様には常々、地域奉仕・環境事業へ
ご協力いただき誠にありがとうございま

す。ご協力いただいておりますメンバーの皆様、メネットの皆
様に心より感謝申し上げます。
　会長から地域奉仕・環境事業委員長への指名をいただいた時、

「秋には CS 事業も多いし、30 周年記念誌の発行も佳境だろう
し」と一度お断りさせていただきました。しかし、会長から
居酒屋に誘われて呑み進むうちにいつの間にか承諾していまし
た。引き受けた以上は一生懸命頑張らせていただきますが、お
かげさまで、今、本当にバタバタしています。
　今期も既にいくつかの事業を終え、10 月は、２週間連続で
天気予報とにらめっこをするという週末を過ごさせていただき
ました。これまで、あんなに台風情報に見入ったことはありま
せんでしたので、私にとってはとても貴重な経験となりました。
おかげさまで台風にも少し詳しくなったと思います。残念なが
ら「ベテスダまつり」は、台風の影響で中止になりましたが、
その前週の「ふれあい広場」では、台風接近にもかかわらず雨
に降られることもなく、多くの視覚障がい者の方々に芸術の秋
を楽しんでいただくことができました。
　今期、初めて地域奉仕・環境事業委員長をお引き受けして、
楽しみながら行えるイベントによる奉仕活動と、地味だけれど

も確実に行える奉仕活動を、これまでの 30 年というクラブの
歴史を感じ、未来の事業の在り方を考えながら事業を行ってい
こうと考えております。
　継続的に行う「プルタブ・エコキャップ」の収集活動、献血
への協力活動では、地道に、そして確実に行い、それぞれその
成果を報告します。献金についても、ただ募金を募るのではな
く、その意味を考えながら行います。そして５月に予定してい
る「メタセコイヤフェスティバル」は支援先の方々にも喜んで
いただきながら、自分たちも楽しめる事業にしたいと思ってお
ります。
　今期の委員会メンバーはベテランの方が多く、事業の歴史や
意味を考えながら行うには絶好のメンバーだと思っておりま
す。30 周年を過ぎ、これらの事業の歴史や意味を考えながら
行っていくことで、伝統から未来を紡ぐ、つまり、来期以降へ
発展的に繋いでいきたいと考えております。
　『TOF 例会』、『チャリティーボウリング』、『リトセン・メタ
セコイヤ・フェスティバル』並びに各種献金や募金と、これか
らもまだまだ事業は続いていきます。これらすべての事業を皆
様のご協力のもと、参加する人たち全員が楽しめるよう努力し
て参りますので、引き続き皆様の多大なるご協力を宜しくお願
い申し上げます。

Public
Relations
Wellness

『 温 　 故 　 知 　 新 』
地域奉仕・環境事業委員長　　西　川　欽　一
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ワイズメンズクラブは社交場
ドライバー委員　大　門　和　彦

　菅原会長の開会点鐘で、通常例会か開催されました。
　菅原会長の挨拶では、「最近の世の中は……？」という内容
で話されました。人間的にも昔とは随分違ってきているのでは
ないか？と疑問を持っているという。何故、そうなったのでしょ
うか？要因は、

①資本主義経済の過度の発達　②偏った宗教観　③科学の
進歩　④人間の無力感、無関心

の４つを取り上げて挨拶をされていました。流石、菅原会長です。
　メインの講演では、恒例？となりました「ワイズメンズクラ
ブについて」という演題で元日本区理事、岡本尚男さんにご講
演頂きました。高校生２年生の時に大病を患い、20 歳で高校
を卒業されたこと。世間の事を知らずに開業して非常にご苦労
されたこと。実体験の話をして頂いたのは初めてかもしれませ
ん。「もっと、世の中の事を知らなければ……」その様に思わ
れていた時、現パレスクラブの大野様のご紹介によって入会さ
れました。
　その後のご活躍はワイズメンズクラブの皆がご承知の通りで
す。改めて“ご縁”の大切さ、“仲間の大切さ”を再認識する
ことが出来た例会でした。

日本茶って淹れ方一つで、
こんなに美味しいのか　　

地域奉仕・環境事業委員　大　山　孜　郎
　盛りたくさんの例会であった。
　先ず待望の新会員左近宏崇さんの
入会式 !!
　菅原会長が執り行う初めての入会
式、メンバー全員が新会員の左近さ
んと一人一人握手をして入会を祝う
儀式は、我がキャピタルクラブに
とってはここ数年定番になっている
とはいえ、何か久しぶりにとても新鮮な感じがし、感動的な入
会式でした。折しも、幡南さんの紹介で来てくださった若い３
名のゲストが引き続き入会されることを期待する入会式でし
た。左近さんの紹介者でもある香山 EMC 委員長ご苦労様でし
た。更に頑張ってください。

　次に、我クラブの第二子トップスク
ラブのメンバーが５名、設立 20 周年
記念例会のアピールをされました。今

京都部で最も
元気なトップ
スクラブの誕
生の時を思い
出しこれ又感
慨無量でした。

地域奉仕・環境事業委員　五十嵐　由　紀

　美術館では様々な美術品に直接触れながら丁寧な解説を受
け、リスナーの方々はもちろん、私達キャピタルメンバーも貴
重な体験をすることができました。
　六甲山の景色を楽しめる ｢六甲山ガーデンテラス｣ で美味しい
食事をいただきながら交流をはかった後には、㈱オムロン様のご
協力によって行けることとなった ｢オルゴールミュージアム｣ へ
行き、時代によって異なるオルゴールの音色に癒されました。
　当日は台風の影響が懸念されましたが“イケメン西川 CS 委
員長”の心配をよそに、帰りのバスに乗るまで雨も降らず、渋
滞にも巻き込まれず全てが順調にいき、記念すべき 30 回目の
開催にも大きな期待が寄せられるなか解散となりました。その
後“足洗いの隆”さんのお世話で後会もあり、心地好い疲れの
なか、こちらも大いに盛り上がりました。

京都 YMCA こおろぎ　三　保　礼　子

　当日は台風接近のニュースにドキドキしながらも、バス 2 台
で六甲山に向けて出発。触れる作品展示としては日本初という

「六甲山の上美術館」を訪問しました。
　保養所を改装したという館内には、彫刻、絵画、宝飾品など、
どれも感触で造形が感じられる作品が配置されていました。色
の変化を表面の素材で表現した絵画もあって、障がいのあるな
しに関わらず、感性を豊かに出来る体験ができたと思います。
昼食は六甲ガーデンテラスで。その後オルゴールミュージアム
でコンサートを鑑賞。いろいろなオルゴールの奏でる音楽を聞
きながらちょっとした時間旅行をするという楽しい内容。
　お土産選びの時間が少なくなってしまいましたが、天気が悪
化しないうちにと、当初の予定より早く帰途につきました。
　伏見に到着する頃に雨が！　結局六甲での移動の際には降ら

ずにいてくれて、多いに助かりました。こ
れも皆さんの日頃の行いのおかげです！
　前日から天気予報とにらめっこしてく
ださった実行委員の皆さん、ありがとう
ございました。リスナーの方々の「楽し
かった。また来年も」という声にこちら
も元気をもらえるような一日でした。

　参加者
　　リスナー 26 名、ガイドヘルパー８名、
　　キャピタルクラブ 29 名、こおろぎ 11 名

　そして、メインゲスト宇治茶伝道師松石三重子様の講演「美
味しい宇治玉露の淹れ方体験」です。宇治茶をこんなに美味し
く自分で淹れることが出来るのかとこれ又感心することしきり
のひと時でした。

10月第一例会 2014年10月７日（火）　19:00～21:00
ウェスティン都ホテル京都 10月第二例会 2014年10月21日（火）　19:00～21:00

ウェスティン都ホテル京都

第 29 回京都 YMCAふれあい広場　10月５日（日）
｢六甲山の上美術館｣ ｢六甲オルゴールミュージアム｣　総勢74名参加

ゲストの松石さんと

左近さんにバッジ着装
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貴重な体験ができて多くの
アドバイザーのいること

金　原　弘　明

　あっと言う間の会長期の１年間でしたが、その間に本当に多く
の経験をさせていただきました。
　会長期の時にも度々口にしていたことですが、キャピタルで味
わうことのできる大きな喜びの一つにチームで物事を達成すると
いう喜びがあります。学生時代はずっとチーム全員で悲しみ、悩み、
喜ぶ……といったことを繰り返していたのに、社会人になり、特
に独立してからは、一人で考え、悩み、頑張るということが常態
となってしまっていました。そんな時にキャピタルに出会うこと
ができ、チームで味わう達成感を呼び起こしてくれました。
　そして、会長期に本当に苦労した、例会やその他イベントでの
会長挨拶も貴重な経験でした。錚々たる方々を目の前にしてだか
らこそ得られたあの緊張感のお蔭で、他でそのような機会を与え
られたとしても、やり切ることができるという自信が持てました。
　これら、貴重な経験は、私がキャピタルに入会していなければ、
決して味わうことが出来なかった経験だと思います。そして、キャ
ピタルに入会し何よりうれしく思うのは、今後も何かあればたく
さんのアドバイスや励ましを頂けるという確信が持てることです。
一人で乗り越えられる壁の数倍の高さでも乗り越えていけそうな
安心感こそ、これからの私の糧となることを信じています。

これからも焦らず楽しみ学びます
亀　井　久　照

　最近、クラブへの関与が薄れてきています。忙しいという言い
訳をせずに改めて考えてみると、クラブにはお手本になる方々ば
かりですが、どうも「自分はかなわない、真似できない」と思っ
てしまっているのかもしれません。「仕事も人付き合いもあんなふ
うにせなあかんなぁ」とか考えすぎて、出来ない自分に自信がな
くなってきたのかもしれません。もうこの年齢では良くならない
かもしれない……とかです。
　しかし、久しぶりに会うとみんな温かい声をかけていただき、
とてもありがたく思います。
　あまり深く考えずに楽しくボチボチ行こうと思います。続けて
いくことこそが大事ですよね。少し他人行儀になりましたが、多
くの友を失うことがないように、もう少し積極的にクラブ活動に
参加させていただこうと思います。楽しんで、ついでに成長して
いければいいかと思うようにします。今後共どうか宜しくお願い
いたします。

成　　　　長
幡　南　　　進

　入会して８年目となりました。普段なら経験することないクラ
ブの活動、出会う事がなかった方々との出会いを振り返り「感謝」
の一言です。
　人前で話す事すら出来なかった私。何でもかんでも自分中心の
考え方。何事も自分がやらなければ気が済まない性格。キャピタ
ルクラブと出会わなければそのままの人生を歩んでいたように思
います。
　入会翌年より役員を続けてさせて頂き、多くの活動を経験しま
したが、本当に感動の連続です。実社会と又違う達成感もあり、
何よりもメンバーと顔を合わせ握手をした時の安堵感が心の安ら

ぎです。
　又一緒に働く社員さんが「本気で取り組む」そんな姿が知らぬ
間に以心伝心され、会社も成長させて頂けたのではないかと思っ
ています。
　来期は会長です。もう一度初心を振り返りながら更なる経験を
積み、成長し続ける事が出来たらと思っています。皆様これから
も宜しくお願いします。……先ずはスピーチの練習ですね。

未来（10年後）のキャピタルと私
森　　　繁　樹

　キャピタルクラブに入会して、８年目になります。長いようで
短いようで。
　１年目は、ファンド委員（例会後に委員会開催）、２年目は、会
計（仕事もワイズも会計の１年）、３年目は、ドライバー委員（は
じめて例会の司会を！）、４年目は、ブリテン委員長（写真を
picasa にアップ開始）、５年目は、EMC委員長（新入会員３名増）、
６年目は、EMC副委員長（瀬本委員長の下に）、７年目は、ドラ
イバー委員長（勉強、成長、充実の１年でした）、８年目（今期）は、
書記（現在がんばってます、後８ヶ月）。
　そこで、10年後は、年齢は 58歳、仕事はもちろん現役で順調、
健康はボチボチ相変らずで健康的、もしかして孫がいるかも、キャ
ピタルでは 35 周年、40 周年も終わって 40 周年記念誌を見てい
る頃、新しく若いニューメンバーが少なくとも 20人位は入会され
て、総勢 60名位になっているのでは、それはたいへん楽しみです。
　「あなたの未来に役立つキャピタル」とは、自己研鑚ができ、色々
な経験もでき、またメンバー間で相互に良い刺激となり、「もっと
もっともっと頑張ろう」と思えるクラブです。

今では、楽しく落ち着ける場所、
でも忙しく辛くもある場所

吉　井　崇　人

　24歳で入会。バイト以外の社会経験がないままでの入会でした。
本当に何もわからないまま飛び込んだように思います。学生の時
に野球をやっていたおかげで何とか敬語だけは使えたので助かり
ました。場の空気等は、一応読める方だと思っていますので場違
いな所にいるのも分っておりました。年の差もあり、当然内容に
も差があったように思ってました。何をどのように伝えればよい
のかもわからず話すことを辞めていきました。
　同級生の友人と食事に行っても、どう話したらいいのかわから
ずよく黙っていました（友人には、失礼ですがアホな話し方も出
来なくなっていました）。
　あの当時、日本経済新聞を取って必死に読んでいたのを思い出
します（半分以上意味がわかりませんでしたが……）。
　それでも、ここには何かあると思っていましたのでメンバーの
行動・話し方を観察研究していきました。良いことは残しておいて、
たまの悪いことは聞き流して真似ばっかりしていきました。真似
したって全部真似しきれないから僕になってしまうんですが。
　でも、状況が少しづつですが変わってきました。仕事面でも忙
しくなっていき、営業先でも楽しく話せるようになっていきまし
た。
　このクラブに在籍する条件として一生懸命仕事をするという事
が、このクラブにいる最低条件だとは感じていたので、下を向か
なくていいように堂々といられるように仕事だけは前に前にの気
持ちでやってきました。僕の社会人としての基盤はここで作られ
たように思います。
　僕の人生に役立ってますよ！　京都キャピタルクラブ！

あなたの未来に役立つキャピタルは？
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桂厚子様　エルマークロウ賞受賞祝賀会
直前会長　金　原　弘　明

　10 月 26 日（日）、京都ロイヤルホテル＆スパにて、直前期に
部長を務められた桂厚子様のエルマークロウ賞受賞祝賀会が行
われました。当日は京都部のみならず、全国各地よりたくさん
のワイズメン及び関係者が出席し、盛大に執り行われました。
　直前期は私が会長を務めさせていただいた期でもあり、この
賞は桂直前部長に与えられた名誉であると共に『京都部全体に
与えられた賞』との言葉に、素直にうれしい気持ちと懐かしい
気持ちがこみ上げ続けた祝
賀会でした。
　前期は部長を含む京都部
役員の皆様と各クラブの会
長が、本当に仲良く協力し
合い様々な事業を成功させ
ていったのですが、それも
全て桂直前部長のお人柄が
成せたことと感じていまし
た。祝賀会での皆様のお祝
いの言葉でも、そのお人柄
に触れるエピソードが随所
に表れており、本当に楽し
い祝賀会でした。
　お祝いのお花やお品がた
くさん披露されましたが、司
会席の前でひときわ綺麗に
映えていたお花は石倉さん
から「桂先輩へ」送られたお
花でした。桂厚子様、本当に
おめでとうございました。

　出席者：岡本・金原・菅原・田中（雅）・仁科・八木・柳メネット

じゃがいもファンド初参加
左　近　宏　崇

　ほんまかいな……当日の最初の感想である。
　集合時間の AM ６時に現地に着くと、もうすでに大勢の先
輩の皆さんが道路を占拠している。その背後にはトレーラーが
その側面の口を大きく開け、その中に大量の箱、箱、箱……。
　挨拶もそこそこに、恐る恐る尋ねてみる「あれ全部ですか？」。
すると、「そやで」、事も無げである。
　写真撮影を終え、実際に作業に取り掛かる。

　全ての箱には「YMCA
のための～十勝ワイズ
メンズクラブ」の様な
ことが印刷されていた。
教えて頂いたところ、
じゃがいもファンドは
ファンド委員会の差配
で、北海道十勝のクラ
ブから仕入れて、それ
に少しだけクラブ運営
費をのせてメンバー等
に購入して貰って、そ

の利益をクラブ運営費にあてているらしい。広域のネットワー
クがあればこそであるが、良く考えられている。
　感心している場合ではない。早速、バケツリレーに入れても
らい各メンバーの車に積み替えていく。箱は５種類で、10K の
ジャガイモが２種類、10K のカボチャ、10K のかぼちゃ・玉ねぎ・
ジャガイモ混合が１種類。最後に余り・不足が無いようにきっ
ちり合わすの大変だろうなと思いつつ、見る間に箱が無くなっ
ていき、開始から２時間弱ですべての箱の積替えは終了。感覚
としては、あっという間に終わってしまったという感じだ。
　しかし、大量に購入される方は、これをどうするだろう。普
通の家庭なら 10K １箱でも消費できると思えない。お二人に
聞くことができた。「知人の料理教室で生徒さん等に買っても
らう」―なるほど。「お客さんに配って回る」―へ？この量を
一旦持って帰って、後日また車に積んで配達……パワフル。
　はじめてじゃがいもファンドに参加させて頂いて、特に印象
的だったのは、参加者皆さんがすごく楽しそうにされていたこ
とで、自分もその雰囲気に乗らせてもらって、今までの自分で
はありえない清々しい時間をすごさせて頂きました。有難うご
ざいました。

　新しい仲間紹介　

左　近　宏　崇
Sakon Hirotaka

生年月日：1973 年２月 20 日
勤務先：株式会社　不動産鑑定　左近

職　種：不動産鑑定
勤務先：〒612-8083　京都市伏見区京町北 8丁目 80 番 3-102 号

TEL　075-200-3695　FAX　075-200-3696
E-mail：kantei.sakon@ares.eonet.ne.jp

紹介者：香山　章治
血液型：AB型
結婚記念日：2002 年 12 月６日
配偶者：佳津（かづ）
お子様：長男　遼太（りょうた）
趣　味：ソフトボール、フットサル、ボルダリング
モットー：七転八起
入会して一言：入会させていただき、有難うございました。
皆様から温かく迎えていただけて光栄です。今後も楽
しんで参加していきたいと思っております。どうぞ宜
しくお願いいたします。

柳さん祝辞

八木さん祝辞
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第26回アジア地域大会
2015年７月29日（水）～８月２日（日）　開催

マーシャル公募
アジア地域大会はマーシャル参加が面白い !!

◦次世代を担うメンバーに是非マーシャルを経験し
て頂きたいと思います。

◦10年後のY's の未来に向かって大きく羽ばたく
貴重な体験ができます。

◦クラブの元気な若手メンバーを推薦してください。

マーシャルとは……
　アジア地域大会では約 60 名のマーシャルが世界中のワイズメ
ンをお出迎えし、会場案内、プログラム案内、エクスカーション
（京都観光）同行など参加者が少しでも楽しんで頂けるように“お
もてなし”をして頂きます。マーシャルは知識・経験を問いません。
最高の“笑顔”で参加者のお世話をして頂く事がアジア大会の成
功につながります。皆様のご応募をお待ちしております。
　申込み・詳細は会長迄

聖句の解説　世の終わりにキリストが審判される時、「羊
飼いが羊と山羊を分けるように」すべての人々がより分
けられる。「……さあ、わたしの父に祝福された人たち、
天地創造の時からお前たちのために用意されている国を
受け継ぎなさい。お前たちは、わたしが飢えていたとき
に食べさせ、のどが渇いていたときに飲ませ、旅をして
いたときに宿を貸し、裸のときに着せ、病気のときに見
舞い、牢にいたときに訪ねてくれたからだ。」すると、正
しい人たちが「主よ、いつ、あなたが飢えておられるの
を見て食べ物を差し上げ、のどが渇いておられるのを見
て飲み物を差し上げたでしょうか。いつ、旅をしておら
れるのを見てお宿を貸し、裸でおられるのを見てお着せ
したでしょうか。いつ病気をなさったり、牢におられた
りするのを見て、お訪ねしたでしょうか。」と答えたこと
に応答されたのが、表題の聖句です。「最も小さい者の一
人にしたのは、わたし（キリスト）にしてくれたことなの
である。」最後の審判の基準は、愛の行いを小さい者の人
にしたかどうかだ、と理解すべきでしょう。「行いが伴わ
ないから、信仰はそれだけでは死んだものです。」（ヤコブ
２章 17 節）「あなたがたに新しい掟を与える。互いに愛
し合いなさい。わたしがあなたがたを愛したように、あ
なたがたも互いに愛し合いなさい。」（ヨハネ 13：34）

リトリートセンターオータムフェスタ
森の中で美味しいお店がお待ちしています。都会の雑踏
を離れて、ご家族やお友達と秋の自然をお楽しみくださ
い。子どもも大人も楽しめるゲームや催しもあります。

　日　時　11月23日（日・祝）
　場　所　京都YMCAリトリートセンター

電話（0774）24－ 3838

瀬戸山陰部会に参加して

会　長　菅　原　樅　一

　10 月４日（土）、第 13 回瀬戸山陰部部会が鳥取県八頭郡智頭
町で開催されました。智頭町は、鳥取県東南端の中国山脈の山々
に囲まれた、人口 7,700 人の山間の町です。
　町の主な産業は、林業・農業・木工業・観光です。林業につ
いては、吉野・北山に並ぶ杉のまちとして、全国的に有名です。
森林、清流の美しい自然や、古くからの宿場町の情緒、地元人
形浄瑠璃などの伝統、文化という豊かな観光資源を持つ町でも
あります。
　本部会の講演テーマは“山間地の生き残り”です。智頭町で
は、町の持つ豊かな資源を活かして、様々な工夫をしながら都
市から多くの観光客を呼び込む事業が展開されています。
　このような町おこし事業の中核を担っておられるのが、地元
民でもあり、鳥取ワイズメンズクラブのメンバーでもある藤原
和寛氏です。
　藤原さんが、町おこしの熱い思いを込めて語られるのを聴き
ながら、ワイズメンの活動は、日本全国のいろいろな所で生き
生きと力強く行なわれているんだと実感しました。
　藤原さんの講演のサブテーマは“「美しい景色」「やさしい心」
を次の世代に引き継ぐ”でした。

ヴォーリズ没後 50 年記念シンポジウム

会　長　菅　原　樅　一

　10 月 18 日（土）、ヴォーリズ没後 50 年記念シンポジウムが
近江八幡市の文化会館で開催されました。はじめに、オープニ
ングコンサートとして、ハンドベル演奏がありました。ハンド
ベルの澄みきった清らかな音色は、教会の鐘の音を聴くようで、
会場すべての人々の心が洗われるような心持がしました。
　つづいて姜尚中氏の基調講演「命、平和、そしてヴォーリズ
精神」です。姜氏は、政治学者であり、幅広い評論もされてお
られますが、ヴォーリズファンでもあるそうです。姜氏は、世
界は今、命と平和が脅かされている状況にあり、これを生み出
す要因は、①市場経済原理主義、グローバリズム、②偏狭なナ
ショナリズム、宗派対立、③科学への過度な信仰、④無力感・
あきらめ、他者への無関心、であると語りかけられました。そ
してそれを克服できるカギは、ヴォーリズの精神であり、その
精神とは隣人愛、汝の敵を愛せよであり、「神の国をこの世に
来たらす」という使命感であるとお話しされました。
　最後に、姜氏と３人のパネリストを交えて、命と平和の大切
さ、ヴォーリズ精神を次の世代へ引き継ぐ必要性についてディ
スカッションされ、記念シンポジウムが終りました。
　今から100年以上も前のヴォーリズの生き方や当時のYMCA
の歴史についても、もう少し勉強したいなあと思いながら帰路
につきました。
　参加者　大山（孜）・メネット
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編集後記
　京都の山々は紅く色付きはじめとても美しい季節になり、こ
の号が出るころには日本シリーズで阪神タイガースか福岡ソフ
トバンクホークスのどちらかが栄冠を勝ち取っている頃だと思
いますが、皆様いかがお過ごしでしょうか？　10 月には待ち
に待った今期最初の入会者、左近宏崇さんが仲間入りされまし
た。入会されて間もないのにジャガイモファンド
の記事依頼を早速させて頂きましたが快諾して頂
き喜んでおります。今回で第５号を皆様にお届け
する事ができ、ご協力頂いたすべての方にブリテ
ン委員会一同心より感謝いたします。ブリテン委
員会としましても頑張って広報活動をしていきた
いと思いますので、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〉　九州部会、瀬戸山陰部会の参加者報
告／ 11月２日（日）ワイズデー講演会の件／次々期京都部長
立候補告示（11月20日〆切）の件

〈YMCA 報告〉　11月２日（日）国際協力街頭募金の協力依頼／
11月８日（土）YMCAボランティアグループ「フーロカール」
の特別講演会／夜桜フェスタ４月19日（日）に決定

〈各事業委員会報告〉
・ YMCA サービス・ユース事業委員会　オータムフェスタ

　日時：11月23日（祝）協力内容：飲み物　※第２回実行委
員会　日時：11月10日（月）午後７時30分～／ 125 周年記念
事業「舞鶴 YMCA 国際福祉専門学校開校記念　少年少女
野球教室＆親善試合」　日時：11月24日親善試合10時～、

メ　　ン　金原　弘明　11月３日　　大山　孜郎　11月28日
メネット　安部　智子　11月20日
コメット　山田　奈未　11月16日　　椿森美

み

瑠
る

紅
く

　11月18日

香山　章治・慶　子　ご夫妻　11月12日
柳　　慎司・早知子　ご夫妻　11月18日
仁科　保雄・節　子　ご夫妻　11月25日

委　員　会　紹　介
YMCAサービス・ユース事業委員会
委員長　西村融正　ニックネーム　ゆうしょうさん

今年は、125 周年記念事業も頑張ります !!
副委員長　柳　慎司　ニックネーム　シンちゃん

楽しくなけりゃクラブじゃない、楽しくなけりゃ奉仕
は続かない。久しぶりの Y サ委員　ワイズの原点を
再確認させて頂きます。

委員　金原弘明　ニックネーム　キンちゃん
125 周年事業も加わり益々大変な Y サ委員会ですが、
今年は気楽に参加します。

委員　幡南　進　ニックネーム　はたなみさん
YMCA の皆様と接する事で、リーダーや子供達から
学ばせてもらってます。貴重な体験ですね。

委員　仁科保雄　ニックネーム　にしなさん
委員会には努力、他の委員会には大きな協力

委員　大山謙一　ニックネーム　ケンちゃん
ずっと YMCA が身近にあることが当たり前の様に感
じる。やっぱり楽しい !!　でも、今年は事業が盛りだ
くさん！　頑張ります。

担当三役　八木悠佑　ニックネーム　ヤギちゃん
担当三役として、楽しく事業に関わっていきたいと思
います。

野球教室13時～　場所：東舞鶴公園球場（舞鶴球場）講師：
プロ野球選手OB４名　主催：京都YMCA、京都キャピタ
ルワイズメンズクラブ　※予算案が未だなので早急に作
成。／わんぱくチャレンジクラブ 12月７日（日）確認／国際
協力街頭募金とワイズデイの日程、11月２日（日）確認／リ
トリートセンター看板組み立てと設置作業のお手伝い、日
時：９月20日（土）　※出席者は Y サ委員の有志

・地域奉仕・環境事業委員会　ふれあい広場　事業報告と決
算報告があった。／ベテスダまつり　中止報告と未使用の
食材等の確認があった。／プルタブ・エコキャップの収集
状況報告　９月度　エコキャップ　3,200個／献血協力者
の報告：９月13日　森繁樹（成分献血）

・ドライバー事業委員会　10月第１例会「講師：松石三重子
（日本茶インストラクター）」の実施報告／10月第２例会「講
師：岡本尚男さん（ワイズの基本に立ち返る）」の実施報告
／ 11月第１例会「講師：石若義雄㈱一粒社ヴォーリズ建
築事務所」の確認　※演題：「YMCAとヴォーリズ」／11
月第２例会「講師：牛飼勇太（六甲山 Viaggio 代表）」の確
認　※演題：「未定」／12月第１例会「講師：税理士久乗哲
　税理士法人りたっくす代表」に決定　※演題：「未定」／
12月第２例会「クリスマス例会」：12月20日（土）ウエスティ
ン都ホテル京都

・交流事業委員会　DBC交流会関連　長澤さんへDBC交流
会の希望などをメールで連絡／IBC候補　可否の返信にお
時間をいただく件、長澤さんへメールにて連絡／YEEP・
STEP事業対象者声掛けについて　10月第１例会にて済／
ベゼルクラブへのメールの返信は、12月頃まで返信を待っ
てなければこちらから様子を伺う連絡を送付する。／台湾
　大業ワイズメンズクラブとのIBC締結について、各委員
会から意見を受けて、再度、交流委員会で検討する。

・ファンド事業委員会　９月実施ファンドについて実施報告
／10月実施ファンドについて実施報告／11月実施ファンド
について確認　※バーベキューファンドの実施　11月16日

（日）午前11時集合　場所：ガリバー青少年旅行村（滋賀県
高島市鹿ヶ瀬 987-1）　参加費：大人3,000円　小学生以下
1,000円～1,500円程度の予定／わらしべ長者ファンドの状
況報告／じゃがいもファンド：販売数、決算報告／11月合
同委員会の告知　11月11日（火）、場所「天」／今後の物品
ファンド内容についての確認・報告

・広報・ブリテン事業委員会　10月号反省、11月号・12月号
の骨子の確認

・ EMC 事業委員会　第２回入会祝賀会収支報告／10月第一
例会にてゲスト参加者（３名）／出席率３ヶ月報告をEMC
主査へ提出済／新入会員報告をEMC主査へ提出済／第３
回入会祝賀会の内容検討　開催日11月27日（木）決定／メイ
クアップ率算定のメイクアップについて、年間スケジュー
ルに記載の※の事業は全て対象となる旨の説明があった。

・メネット会　10月31日　京都部メネット親睦会、４名出席
予定／ 11月８日　キャピタルメネット懇親会（リースを作
成する）

〈審議事項〉　石村さん御母堂逝去（10月８日）にともなう弔慰金
の件　承認

〈その他〉　香山AYC委員長より、第26回アジア地域大会AYC
委員会報告があった。／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。　※30周年記念誌の発行予定
日が、11月中旬に延期。
第４回三役会　11月21日（金）19:00～　於：未定
第４回役員会　11月25日（火）19:00～

於：ウェスティン都ホテル京都　平安の間

2014年10月28日（火）19:00～21:00
ウェスティン都ホテル京都　平安の間

第４回　役員会議事録

HAPPY BIRTHDAY

HAPPY ANNIVERSARY

左から金原・柳・仁科・西村・大山（謙）・幡南・八木さん


