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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）

12
在籍者数　　41名
第一例会　　33名
第二例会　　36名
メイクアップ　　6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　　5,000円
第二例会　　　　0円
累　　計　128,000円

東日本大震災復興募金
第一例会　　3,799円
第二例会　　　　0円
累　　計　　28,086円

11月お祝い　　　648円
年越しそば　19,184円
似　顔　絵　　3,700円
忘年会企画　　6,946円
ジャガイモ（訂正）
　　　　　691,330円
累　　計　828,506円

献　　血　　　0cc
成　　分　　　0名
累　　計　1,200cc
成分累計　　　3名

メンバーのYMCA寄付に振替
　　　　　△512,500円
第一例会　　15,089円
11月累計（訂正）　269,778円
Yサ委員会より戻入
　　　　　　57,302円
累　　計　327,080円

クラブ→部→区→エリアを超えた交流！　国際組織であるワイズの醍醐味です。
IBC・DBC を通じ、「出会い→交わり→新（再）発見→自己研鑽」を体験しましょう。

川本龍資国際・交流事業主任（名古屋クラブ）
１月
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『わたしたちは皆、汚れた者となり　正しい業もすべて汚れた着物のようになった。
わたしたちは皆、枯れ葉のようになり　わたしたちの悪は風のようにわたしたちを運び
去った』  　イザヤ書　64 章５節

　新年明けましておめでとうござい
ます。今年は羊年です。羊のイメー
ジどおり、私達や世界の人々の暮ら
しにとって、平和な一年であります
ようにお祈りします。
　さて、今期も半分を過ぎました。あ
の、汗をたっぷり流させていただいた
リトセン・サバエ夏の開設準備ワーク
から始まり、納涼例会、ふれあい広場、

じゃがいもファンド、そして、舞鶴での京都 YMCA125
周年記念事業、EMC 入会祝賀会シリーズ、さまざまな
分野で活躍される講師のお話を聞く事のできた通常例会、
楽しかったクリスマス例会など、企画実行された活動は
どれも、キャピタルらしく、明るく、生き生きとした内容
だったと思います。それは、前期のキャピタル 30 周年記
念例会で、発揮、結実された素晴らしい思いとパワーを、

今期も受け継いで、メンバーの皆様全員がご苦労された
結果だと思います。お支えいただいている皆様に感謝申
しあげます。
　そして、残る半期、めいぷるクラブとの新年合同例会、
CATT 合同例会、東京クラブ DBC、メタセコイアフェ
スティバルと、様々な行事があります。前半期同様、頑
張っていきましょう。
　次期の７月 29 日～８月２日に開かれるアジア地域大
会ユースコンボケーションの準備も、キャピタルクラブ
として、全員の力を目一杯傾けなければいけない事業で
す。私達の先輩方は、26 年前、京都で開かれた国際大会
を経験されていますが、大多数のメンバーは、国際的な
大会の運営参加は初めてです。ワイズメンズクラブの目
的の一つに「国際的諸問題について関心を持ち、正義を
追及する」とあります。これを、目の当りに体験し身に
つける絶好のチャンスです。香山アジア地域大会ユース
コンボケーション委員長を中心に、幡南次期会長期での
成功をめざして、みんなで挑戦しようではありませんか。
　本年も、皆様の、思いやりと寛容と優しさに感謝しな
がら、精一杯、頑張ってまいりますので、よろしくお願
いいたします。

ＩＢＣ
ＤＢＣ

聖句の解説　人が自分の力を信じ、たいがいのことは切り抜けられると思っている時には、ともすると神を必要としなくなり
ます。神に頼るのは弱い人間のすることで、人間として生きるに値するのはそうした他力に頼ることではなく、自力でものご
とを解決し、乗り越えていくことだ……と。多くの人がこのように考えていても不思議ではありません。けれどもこの箇所で
告げられていることは、人が神を求めず、神にすがろうとしない時こそ実は力を奪われた状態なのです。むしろ人が自分の弱
さを自覚し、それゆえに神を頼るとき、人間の力をはるかに越えた神の力が宿ってその人をより力強く生かすことになります。
　『キリストの力がわたしの内に宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ、わたしは弱さ・侮辱・
窮乏・迫害、そして行き詰まりの状態にあっても、キリストのために満足しています。なぜなら、わたしは弱いときにこそ強
いからです。』（コリントの信徒への手紙Ⅱ　12：９～ 10）

年頭に当り思うこと
会　長　菅　原　樅　一
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クリスマス例会　華やかな社交場となる
広報・ブリテン事業委員　岡　本　尚　男

　年に一度の家族ぐるみのクリスマスパーティーを兼ねた第２
例会で、３時間に及ぶ楽しい社交場となりました。２歳に満た
ないコメットから成人したコメット、可愛くてたまらない幼い
孫や成人した孫たち、久しぶりのメネットさん等などが一堂に
会していました。
　幼い子供たちによる聖火の入場、出席家族の紹介、神﨑総主
事によるイエスキリストの生誕に纏わるお話、菅原会長サンタ
による子供たちへのクリスマスプレゼントに場が和みました。
　30 年ほど前にテレビの人気番組だった黒柳徹子と久米宏に
よる「ザ　ベストテン」を下敷きにしたカラオケ大会は、ユー
チューブからの映像の人たちが出演しているのかと見紛うよう
な芸達者な人ばかりでした。
　会場の片隅ではファンド事業の一環としてルーシー（高屋し
ほり）さんによる「似顔絵コーナー」が開設され、会場に華を
添えていました。
　全員に当たる福引大会も大変な盛り上がりで予定の時間を
20 分ほどオーバーして、来る年が佳き日でありますようにと
挨拶を交わしながら、皆さん大満足で散会となりました。
　この日のために尽力して下さった PT 委員の餐場、石倉、内
田、村田、八木、山田（隆）、吉井さん、福引の景品として自転
車を提供して下さった長谷川さん、ありがとうございました。
　参加者：メン 36 名　メネット 14 名　特別メネット１名
　　コメット 19 名　孫４名　五十嵐亜紀さん　計 75 名

老舗の社訓・家訓に学ぶ商の極意
Y サ・ユース事業委員　仁　科　保　雄

　菅原会長ご挨拶の後、京都キャピタルクラブの重要な方向を
決めていただく次次期会長を選任する臨時総会がもたれ、森　
繁樹さんが満場一致の拍手で選任されました。多忙極める大変
なお役ですが次次期一年を楽しみながらクラブをより発展させ
ていただきたいと思います。
　委員会報告の後、日本 YMCA 同盟から 25 年に亘って京都
YMCA の会員として、※長年貢献された内廣　健さん・大山孜
郎さん・勝山廣一郎さんの三名の方々が表彰を受けられました。
　講師として税理士法人リタックスの久乗　哲様の興味あるご
講演をいただきました。京都という土地柄、多くの老舗があり
それぞれ家訓や社訓があり、私達がなるほどと思う教訓をお聞
きすることができました。
　京都という土地柄、私たち小規模の経営者にとってその通り
とばかり言えない、実行することが困難な社訓や家訓も聞か
せていただきました。老舗を守ることのむづかしさ、苦しさは
一つ一つ乗り越えていかなければならないものと思っています
が、ともすれば一時の目先の欲に負けてしまうこともないとは
言えず、綺麗ごとだけでは済まされていないことも多いと思い
ます。しかしいつか試練を乗り越えて脱皮した老舗になりたい
と願っています。
　また、最後には新入会員の左近宏崇さんのご結婚記念日のお
祝いもよい雰囲気の中で行われました。
　※関連　勝山さんの以下の記事

こころ豊かに

西日本区理事　松　本　武　彦

　３年前、若きブータン国王ご夫妻を迎
えて、日本の人々は、何をもって幸せと
するかを考え直す機会を得ることがで
きました。幸福度世界一とブータン前

国王に語らせることができ、この国に住んでいることが幸せ
を運んでくれるとブータン国民に自信をもって言わせる、そ
の幸せ感とは何でしょうか。親子が常に互いを思いやり交わ
りを重ねる、親戚や近所の人々ともこころ豊かに交わりを重
ねる、これが幸せである、と彼の地の人々は確信しているよ
うです。
　日本においても、子供の頃を思い出せば、モノは少なかっ
たけれど、そのことで寂しい思いをしたことがありません。
親戚や近所のおじさん、おばさんだけでなく、知らない人も

含めて、周りの人たちから、ゆったりと心温かく接して貰え
たことを憶えています。人々の交わりが豊かであったことを
思い出します。街中は、ゴミの散らかることもなく、緑豊か
で、綺麗であり、食材の種類は少なかったけれども、手作り
の美味しい食事を頂きました。当時、日本は経済的には恵ま
れていなかったけれども、人たちは、希望に溢れ、日本の良
さに自信を持って、海外の人たちに接することができていた
ように思います。
　近頃、日本において、このような良き交わりと営みが見受
けられず、モノが溢れているにもかかわらず、こころが貧し
く、そして、いたずらに忙しくて、今の日本に自信が持てな
い、と言う声が聞こえてくることがあります。
　しかし、40 年もの長い間、日本を離れて生活している人
の「最近、日本はもうだめだという人が多いけど、そんなこ
とはない。きれいで、おいしくて、温泉が気持ちいい。日本
はすごいと思う。」と言うお話を聞いたことがあります。私
たちも、日本の良さを改めて振り返り、それに自信を持ち、
こころ豊かに暮らしましょう。

第 18 回日本YMCA大会に参加して

地域奉仕・環境事業委員　勝　山　廣一郎

　11 月 22 日（土）～ 24 日（月・休）、今大会は「BEYOND ～超
えてゆこう、出会うために、『YMCA ブランドの再生』」をテー
マに「オールジャパン YMCA としての革新を」と呼びかけて、
日本 YMCA 同盟東山荘で開催されました。
　約 300 名の老若男女が参加。その中でも特にユースの若い活
気が会場に満ち溢れていました。表彰式は 25 年勤続者、25 年
継続者、50 年継続者、青少年奉仕、感謝、特別功労、各賞の
記念品授与式でした。
　30 年程前３回、年末年始プログラムに家族で、そして 15 年
程前、東京クラブ（DBC）との合同例会に参加して以来で東山荘
内の紅葉の景色をメネットと共に散策し懐かしく思いました。
　最後に青年奉仕賞を戴きまして心より感謝申し上げます。

キャピタルクラブ忘年会開催
平成26年12月25日（木）午後７時～

京都鴨川イタリアン　Kiyamachi ROSSO　ロッソ

ファンド事業委員　長谷川　幸　昌
　クリスマスのこの日、EMC 委員会主催の忘年会でした。カレン
ダーの都合上、クリスマス例会が早かったので、これがキャピタ
ルクラブの本年最後のイベントとなる文字通りの忘年会でした。
　幡南次期会長の挨拶、森繁樹次々期会長の乾杯を合図に忘年
会のスタート。年の瀬の平日だからか参加者はやや少ないよう
に思いましたが、始まってしまうといつも通りの賑やかさ。と
にかく笑い声が絶えません。
　途中、ファンド委員会の企画でビンゴ大会も。豪華賞品を求

12月第一例会 2014年12月２日（火）　19:00～21:00
ウェスティン都ホテル京都 12月第二例会 2014年12月20日（土）　18:00～21:00

ウェスティン都ホテル京都



－ 3－

人生の模擬試験と生涯の仲間
香　山　章　治

　キャピタルクラブに入会して 11年が経ちます。クラブに入会し
てからは特に時の流れを早く感じます。それだけクラブ活動と仕
事の両立が充実しているのだと思います。
　特に今年はクラブ EMC委員長と第 26 回アジア地域大会AYC
委員長を掛け持ちでさせていただいているということもあり、こ
れが仕事とあい重なって本当に慌ただしい日々を送っています。
　キャピタルクラブが私の未来に役立つことは２つあります。
　一つ目はもう既に役立ってますが、なんと言っても「人間育成修
行の場」です。クラブ内では数々の失敗をしておりますが、メンバー
の皆様はあたたかく見守ってくださいます。そこでただ甘えるだけ
でなく、反省して次に繋げていければ良いと思っています。
　それが本番の仕事での失敗であれば、なかなかそうはいきませ
ん。その為の模擬試験の場として、日々精進しております。
　二つ目は「生涯お付き合いできる仲間」がいることです。これ
はお金では買えません！　ヤッタ－！
　これからも人生出来るだけ楽しみながら「日々勉強」ガンバリ
マス。

居場所のあるクラブ
田　中　雅　博

　今から17年前、私がキャピタルクラブに入会したての頃、ある
方から「クラブに居場所を見付けて、クラブが自分の居場所の一つ
になったら楽しいよ」と言われました。その時はあんまりぴんと来
なかったけれど、今となっては実に言い当てた言葉だったと実感し
ていますし、実はその言葉が今までの私のよりどころでした。
　クラブに対して少しでも役に立てるようになると、自分の居場
所が見つかるようになってきました。そしてその居場所がはっき

りしてくると、しっかりと自分の居場所の一つだと認識出来るよ
うになりました。自分の引き出しが増えたような感覚です。
　今クラブの素晴らしい雰囲気に包まれて、素晴らしいメンバー
とともに居られて、本当に楽しいです。その楽しさをずーっと続
けられたら、それが自分の未来にとって、クラブにとっても役立
つことになると思います。

これからも良いクラブで……
山　田　隆　之

　キャピタルクラブに入会させて頂き、本当に早いもので 17年が
過ぎました。
　入会前は、異業種の方々と接する機会などはほとんどなく、同
じような情報を持った人ばかりの付き合いでした。家業について
2年目ぐらいにキャピタルクラブに入会させて頂き、私の付き合
いは一気に広がりました。そこには、若い人から先輩まで、全て
のメンバーと同じように接することができる、素敵な方が多く在
籍されていました。この分け隔てのない人との接し方に、大きな
影響を受けました。仕事の場面でも、「仕入れ先」と「得意先」を
できる限り同じように接するようになり、少しですが、会社のス
タッフにも浸透したように感じています。入会当初からキャピタ
ルクラブには今まで経験したことがない、クリアーな空気が流れ
ているように感じていました。
　もう一つは、人生の目標となる方が沢山おられることです。そ
れは現実の目標であったり、リタイアしてからの目標であったり、
飲会や雑談の中から多くの事を学んでいます。仕事でつまずいた
り、失敗したりすると、そのことを思いだして、それをヒントに
また頑張る、そんな環境に感謝しています。
　これからは、キャピタルクラブの良い環境を継続できるように
努力し、次世代の方に引き継いでいけるように、クラブの一員と
して頑張っていきたいと思っています。

第３回入会祝賀会
ドライバー委員　石　村　吉　宏

　11 月 27 日、第３回入会祝賀会が河原町御池下る「シャバリバ」
で 24 名の参加者で開催されました。
　今回お祝いされるのは、入会まもない左近さんと八木さん、
大門さん、村田さん、山田（英）さん、山口（雅）さん、田中（雅）
さんの７名です。会長挨拶の後、岡本さんのおおらか、ほがら
かな乾杯の発声で会が始まりました。
　森（常）さんの司会により、本日お祝いされる方々のスピーチ
が始まりました。最初にそれぞれの方のクラブでの経歴が紹介
されて、クラブライフでの思い出等を話されました。皆さんそ
れぞれ楽しい話が続き、お酒も進み盛り上がりました。森（常）
さんの経歴紹介も段々と短くなり、最後の方では、自己紹介に
なっていました。印象的だった話は、田中（雅）さんの韓国チェ
ジュでのアジア大会にキャピタルクラブに入会していないのに
参加していたといううわさ話が、本当は、参加登録は入会直前

わんぱくチャレンジクラブに参加して
Ｙサ・ユース事業委員　幡　南　　　進

　12 月７日（日）メタセコイヤの隙間から青空が見える中、リ
トリートセンターにて「わんぱくチャレンジクラブ」が開催さ
れました。落ち葉がしっとり濡れて冬らしい朝です。
　今回は「お客さんに喜んでもらって、働く楽しさを知ろう！」
というテーマの中、キャピタルクラブは、カレーライス・焼き
そば・綿菓子の担当です。その他子供たちによる、スープ・餃
子・デザート・おにぎり屋さんの出店も有りました。
　全体の商店の社長として、西村 Y サ委員長の挨拶で始まり、
最後はお給料を一人ずつに渡すという、少し現実をイメージし
たようなプログラムにも思えます。いつもながら子供たちのマ
ンパワーには圧倒されます。「いらっしゃいませー !!」「ありが
とうございましたー !!」大きな声が飛び交い、お手伝いのつも
りがいつの間にか元気を頂いています。
　いつ参加しても子供達から沢山の事を学べるいい機会だと、
有難く YMCA の皆様、ご準備頂きましたメンバーの方々には
感謝いたします。中でも大きな笑いで盛り上がったのは、焚火
に近づく子供たちに「危ないから !!」と注意を促す柳さんのズ
ボンが焦げて穴が開いていた事でしょうか。ご準備頂いた皆様、
ありがとうございました。

出席者：五十嵐、大山、岡本、金原、菅原・メネット、田中（升）、
西村、幡南、森（繁）、八木、柳　合計　12 名

めて、出てくる数字に一喜一憂するメンバー達。さらにビンゴ
しても「空くじ有り」の景品を決めるくじ引きがある二段構え
のゲームに大盛り上がり。大当たりは石倉さんの手に。おめで
とうございます。
　それにしてもキャピタルの酒宴はとても楽しく、二時間がホ
ントにあっという間。来年もこんな感じでメンバー揃って楽し
くお酒が飲みたい。改めて思える忘年会でした。本年もありが
とうございました。

出席者：石倉、内田、岡本、金原、香山、菅原、田中（升）、
椿森、長谷川、幡南、村田、森（繁）、森（常）、八木、山口（弘）、
山口（雅）、山田（隆）、山田（英）

で、大会に参加した時には入会していたと言う事でした。彼も
このうわさを払拭できてほっとした様子でした。こんなに楽し
い飲み会に、今回参加されなかった方は次回に是非参加して下
さい。

あなたの未来に役立つキャピタルは？
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編集後記
　あけましておめでとうございます。正月休みでだらけた体を
通常モードに切り替えるのに苦労している今日この頃。皆様い
かがお過ごしでしょうか？　いよいよ今期も半分を過ぎ、各委
員長も余裕が出て来る頃ではないでしょうか？　次期にはアジ
ア地域ユースコンボケーションも控えております
ので、ますます一致団結して頑張りましょう !!
　皆様には今期第７号のブリテンをお届けしてお
ります。ご協力頂いたすべての方にブリテン委員
会一同心より感謝しております。頑張って広報活
動をしていきますので、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〉　第18回西日本区大会登録の件／チャ
リティーボウリング説明会：１月19日

〈YMCA 報告〉　125周年記念募金の件／京都 YMCA 創立125周
年記念式典のキャピタルの担当：昼食時間12時～１時間誘導

〈三役報告〉　半期総会の件

〈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

について事業・収支報告／125周年記念事業について事業・
収支報告／「わんぱくチャレンジクラブ」について事業・収
支報告／クリスマスロビーコンサートについて検討：キャ
ピタルクラブ担当日：12月16日（火）　コンサート時間18時
30分～19時30分／募金状況の報告／半期報告

・地域奉仕・環境事業委員会　CS 献金・お年玉切手収集：
１月／TOF例会・献金：２月３日／チャリティーボウリン
グ：２月22日／TOF例会の内容の確認／メタセコイヤフェ
スティバル：日程５月31日（または５月24日）、実行チーム
の編成（次回）／プルタブ・エコキャップの収集状況報告　
※エコキャップ8,600個／献血協力者の確認／半期報告

・ドライバー事業委員会　12月例会の報告ならびに１・２月
例会の内容を確認／半期報告

・交流事業委員会　めいぷるクラブ合同新年例会の打ち合せ
内容の報告：12月22日／半期報告

・ファンド事業委員会　各種ファンドの履歴について確認。
ファンド事業収支報告について確認。／12月実施ファンド
の報告（似顔絵ファンド、年越しそばファンド）／１月実施
ファンドの確認（クラブジャンバーファンド、合同委員会
１/14）／半期報告

・広報・ブリテン事業委員会　ブリテン12月号反省と１月号・
２月号の骨子を確認。／半期報告

・ EMC 事業委員会　３ケ月報告の用意（10月～12月）／第３
回入会祝賀会＆歓迎会の収支報告／第４回入会祝賀会の内
容検討／ EMC 忘年会について（12月25日（木））／半期報告

・メネット会　１月24日京都部合同メネット講演会／半期報告

〈その他〉　田中雅博30周年実行委員長より、30周年記念誌の
決算報告があった。／香山AYC委員長より、第26回アジア地
域大会ユースコンボケーション小委員会リスト（案）の説明が
あった。／幡南次期会長より、次期三役の報告があった。
第７回三役会　１月21日（水）19:00～　於：未定
第７回役員会　１月27日（火）19:00～

於：ウェスティン都ホテル京都　平安の間

委　員　会　紹　介
EMC事業委員会
委員長　香山　章治

さらなる会員増強にむけてガンバリマーース。
副委員長　村田深砂子

初心に戻って頑張りま～す。
委員　森　　常夫

老人は若い人に付いて行くのみ。
委員　山田　英樹

ことしは特に M を大事にがんばりましょう！
委員　左近　宏崇

まだ、よくわかっていない事も多いですが、皆様の足
を引張らないよう、がんばります。

担当三役　石倉　　尚
メンバーシップ頑張ります。

メ　　ン　五十嵐由紀　１月11日　　安部　英彦　１月21日
　　　　　倉見　直樹　１月22日　　西川　欽一　１月23日
　　　　　村田深砂子　１月24日　　内田　雅彦　１月31日
　　　　　仁科　保雄　１月31日
メネット　八木　未穂　１月４日
　　　　　正子・ダルマパーラン　１月６日
　　　　　金原　康代　１月９日　　左近　佳津　１月９日
コメット　山口　遼子　１月５日　　山田　遥加　１月10日
　　　　　森　奈都子　１月13日　　藤田　美尋　１月15日

クリスマスロビーコンサート出席者

12月15日（パイプオルガン運び）
金原、幡南、西村　３名

12月16日
メン　石倉、内田、金原、倉見、菅原、西川、西村、森（繁）、

八木、山口（恵）、山田（隆）　11 名
　正子・ダルマパーラン（特別メネット） 合計　12 名

アジアユースコンボケーション2015in 京都
日　時　2015年７月29日～８月２日
場　所　あうる京北（京都府立ゼミナールハウス）
テーマ　「Learning To Have Peace」

５歳～30歳までのアジア各国のユースが京都に集まって
ワークショップをしたり、文化紹介などをして、世界の
平和な未来づくりについて話し合うカンファレンスです。
ワイズメンズクラブの推薦が必要です。
登録は 2015年１月１日（木）から開始されます。
締切は５月31日（日）です。

該当者なし

2014年12月22日（月）19:00～21:00
ウェスティン都ホテル京都　平安の間

第６回　役員会議事録

HAPPY BIRTHDAY

HAPPY ANNIVERSARY

左から左近・森（常）・香山・村田・石倉・山田（英）さん


