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強い義務感を持とう　義務はすべての権利に伴う
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〔CLUB OFFICE〕京都ＹＭＣＡ　〒604-8083　京都市中京区三条柳馬場角　☎（075）231-4388

CHARTERED  28  Sep. 1983

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）

１
在籍者数　　41名
第一例会　　30名
第二例会　　30名
メイクアップ　　6名
出 席 率　　87.8%

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　　18,408円
第二例会　　13,000円
累　　計　159,408円

東日本大震災復興募金
第一例会　　　　0円
第二例会　　3,065円
累　　計　31,151円

合同委員会　　2,750円
お 祝 い　　　648円
累　　計　836,904円
（12月の累計に誤りが
ありました）

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

第一例会　　　　0円
第二例会　　16,675円

累　　計　343,755円

身近なボランティア、献金にご協力をお願いいたします。
渡壁十郎地域奉仕・環境事業主任（長浜クラブ）２月
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『あなたがた一人一人に言います。自分を過大評価してはなりません』
ローマの信徒への手紙 12 章３節

　昨年の交流副委員長を経て、今期交流
委員長を仰せつかりました。交流委員会
は主に DBC や IBC のクラブ外交流の担当
ということで今期も基本はこのラインで
進めています。
　DBC については、今期は東京クラブを
訪問する年になります。この記事をご覧
いただくころには、東京クラブとの交流

会の詳細もお知らせしている頃で、ゆっくりと時間を取った合
同例会や、翌日は東京スカイツリーを含む都内のバスツアーな
ど楽しい内容を企画していただいています。３月 28 日～ 29 日
の週末を多くのメンバーで東京クラブを訪問したいものです。
　IBC については、３年近く音信不通であった釜山ベゼルクラ
ブから交流再開に向けて、連絡をいただく機会があり、とても

楽しみにしています。また、台湾のクラブとの新 IBC 締結の
検討も各委員会や役員会に於いて様々なご意見をいただきまし
て誠にありがとうございました。釜山ベゼルクラブの動向をま
ずは優先しまして経過をご報告させていただきます。
　今年は８月にアジア地域大会が京都で行われ、我々キャピタ
ルクラブは、香山委員長のもと、ユースコンボケーションの担
当となり、海外から参加されるユースの皆様をおもてなしする
こととなります。２年前にフィリピンのアジア地域大会を経験
したメンバーもおられますので、国際交流の機運が高まれば良
いなぁと思います。ユース関連といえば、毎年あまり触れられ
ていない、YEEP と STEP 事業（ワイズメンズクラブの海外留
学事業）の対象となるコメットをお持ちのメンバーに事業の概
要説明をした資料を作成してお配りしました。短期留学となる
STEP はきっと良い機会となりますので、いつでもよいので手
を挙げていただきたいと思います。
　最後になりましたが、６月 13 日・14 日に大阪で開催される
西日本区大会の申込書がお手元に届いているかと思います。菅
原期の締めくくりの大会となりますので、こちらもぜひ皆さん
で OSAKA ！　を満喫しに行きましょう！　宜しくお願い致
します。

TOF・CS
FF

聖句の解説　自分だけが優れていて周囲の人達は無能であったり、取るに足りない存在と思って生きている人は、いても多
くはないかも知れません。しかし、人の評価をする時、往々にして自分自身を高いところに置き、相手を批判する人は少な
くないでしょう。むしろ日常の中でよくあることです。そして、それは結果的に自分を過大評価している事になるのではな
いでしょうか。
　「わたしたちの一つの体は多くの部分から成り立っていても、すべての部分が同じ働きをしていないように……」私たちは、
優れたものをもっている一方、他者から劣る部分もあわせもっています。それぞれが補いあってこそ一つの体として調和が
とれるはずが、時として劣るところに視点をあて指摘し、優れたものさえも萎縮させてしまうことがあるのではないでしょ
うか。勿論、劣った部分を隠したり、無視するのではなく、それぞれのタレントを生かすために互いに影響しあっていくこ
とによって働きが高められるのではないでしょうか。

皆で楽しく交流事業を！

交流委員長　　山　口　雅　也
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半　期　総　会
広報・ブリテン事業委員長　安　部　英　彦

　開会宣言・開会点鐘の後、今例会では英語バージョンのワイ
ズソングを斉唱しました。日本語バージョンに比べると若干自
信なさげで声に元気がないような感じ（笑）。
　菅原会長の挨拶、スペシャルオリンピックス日本・京都への
支援金を副理事長の岡本さんに贈呈、そして委員会報告の後に
幡南次期会長より次期三役の発表がありました。副会長には香
山さんと西川さん、書記は田中雅博さんと椿森さん、会計に石
倉さん、五十嵐さんという豪華な顔ぶれで、皆さん次期に対す
る意気込みが凄く感じられます！
　食事の後、半期総会のスタートです。会長指名にて議長を柳
さんが務められます。先ず八木書記より定足数の確認、各事業
委員長より第一号議案半期事業報告が行われ、無事承認。続い
て山口恵会計より第二号議案半期会計報告が行われ無事承認。
質問等も無くスムーズな半期総会でした。残りの期もスムーズ
にいくよう皆さん頑張りましょうね !!

久しぶりの合同例会
EMC事業委員　山　田　英　樹

　まだまだお目出度いお正月の雰囲気の中、新年最初の例会が
盛大に開催されました。

　それもそのはず、今回はお兄さんクラ
ブである京都めいぷるクラブとの合同例
会。ゲストを含めて総勢 65 名の大所帯
での開催です。
　めいぷるクラブ青木会長の点鐘とご挨
拶につづきアジア地域大会のアピールタ
イムです。こちらには我がキャピタルクラ
ブからユースコンボケーションの委員長
として香山章治さんが選出されています。
　そして今回プロモーションビデオで目

出度くデビューを果たされました、どこかぎこちない委員長
さん達の奮闘ぶりに会場一同大爆笑に包まれています。今年の
キャピタル流行語大賞にノミネートしたい面白さでした。
　しかし、考えてみるとキャピタルクラブが他クラブと合同例
会というのはどれぐらいぶりになるでしょうか？特にここしば
らくは定例の合同例会以外、あまり開催されていなかったよう
に思います。
　確かにキャピタルクラブは居心地の良いクラブなのですがク
ラブで培ったエネルギーや親睦の和を社会に向けて放出するの
がワイズの本懐とするならば、第一歩である他クラブとの交流
ももう少し頻繁に行っても良いのかもしれません。
　そうする事によって会歴の浅いメンバーの皆さんがもっとワ
イズに親しんでもらえたら……
　これこそ一席（一石）二鳥なのだと思います。

京都部合同メネット会
日　時　１月 24日（土）　11：00 ～　講演会
　　　　　　　　　　　　13：00 ～　懇親会
場　所　ANAクラウンプラザホテル京都

特別メネット　正子・ダルマパーラン

　講演会は木村まさこさんによる「こと
のは語り」についての講演をいただきま
した。「心に届く言葉」を、子供に家族
に周りの人々にたくさん語りかけましょ
う。言葉を受ける者、発する者を幸せな
気持ちに、一日一つでもそんな言葉をか
けてみましょう。「ことのは語り」を多
くの方々が享受されることを願ってい↗

第４回入会祝賀会
EMC委員長　香　山　章　治

　１月 28 日（水）19 時より旬菜ダイニング十
と

祇
ぎ

家
や

で第４回入会
祝賀会が行われました。招待者は金原様、神﨑様、田中（升）様、
西川様、幡南様、森（繁）様の６名です。EMC 委員の山田英樹さ
んの名司会でスタート。菅原会長の温い挨拶に続き、仁科さん
の晴れやかなカンパーイ！　いつもながらの美味しい食事とお
酒が参加者のお腹を満たした頃、メインイベントの招待者のス
ピーチ。今回のお題は「入会から現在までのクラブ活動について」
です。招待者の皆様がクラブ活動に関わった内容やその時々の
思い出を語っていただきました。スピーチはお一人 10 分程度と

参加者：石倉、内廣、岡本、香山、菅原、柳　各メネット、
山口、正子・ダルマパーラン　各特別メネット、ゲスト
３名様、岡本尚男、菅原樅一

↘るお話でした。
　懇親会は西日本区メネット事業主任　西村様より今期メネッ
ト事業の希少難病患者支援への状況説明があり、支援金が集ま
りました。
　おいしい食事の後、西日本区大会へのアピール、アジア地域大
会に向けてダンス同好会へのお誘い等々元気なアピールタイム !!
　最後に平山修三さんのギターライブをたっぷり聴かせて頂き、
とても良い気分で閉会になりました。ロビーでは木村さんとの
記念撮影が賑い、キャピタルメネットはお茶をいただきながら、
あれこれ人質問題、世間話 etc、一頻り歓談。良い一日でした。

１月第一例会 2015年１月10日（土）　18:00～20:30
ウェスティン都ホテル京都 １月第二例会 2015年１月20日（火）　19:00～21:00

ウェスティン都ホテル京都

京都めいぷるクラブ
青木会長

木村まさこさん

京都めいぷるクラブの皆さんと
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スピードラーニング
石　倉　　　尚

　「聞き流すだけで英語が話せるようになる」という英語教材があ
る。ホンマかいなぁ～。石川遼もやっている……ってアメリカに
住んでるやん。
　入会した頃、例会に出席、特に役目もなく呼ばれたら行く、お
客さんのようなもの。忙しいといえば欠席に○でＯＫ。
　２年目の頃「三役入って」「え！ボクニデキマスカ？」「出来ひ
んおもたら頼まへんし」……。
　今年の５月で丸 20年、あれ以来、長いこと楽しませてもらって
る。自己研鑚、小堀理論、奉仕クラブとはなんぞや？　深くは考
えてはいない、楽しいから参加する、楽しいから続いている。ひょっ
としたら仕事より優先しているかも。
　私の未来に役立つキャピタルとは？　これから先も今の仲間と
これから仲間になるであろうメンバーと共に楽しいことをずーっ
と続けていけることが、少しでもYMCAやワイズに役立つことに
繋がっていることだと思う。
　いるだけで学べる！　これこそスピードラーニング！　みんな
でこれからも学び楽しみ続けましょう！

良き人たちの集まり
瀬　本　純　夫

　キャピタルクラブに入会して、この４月で丸 12年になります。
それまでの自分にとっては想像もしなかった状況に身を置くこと
になったことに、少し戸惑いを感じていたことを思い出します。
　それまでの自分にとっての世界はあまりにも小さく、キャピタ
ルに入会していなかったら、出会えなかった方々たちと知り合う
ことができ、良き先輩方、良き後輩たちに教えられながら少しは
変わることができたのかと感謝しております。
　これからも、皆様とともにクラブ活動を続けていければ、もう
少し成長できることができるのではと思っています。自分が与え
られるだけでなく、少しでもお返しができる、そんな自分になれ
るようこれからも頑張りたいと思います。

“自然に成長できる場”
大　門　和　彦

　入会時は 30歳。キャピタルメンバーの中では最年少です。元々
一般社会の事を殆ど知らない私にとっては、例会運営、委員会活
動、野外活動等、全てが「？？？」、何が何だかわかりません。た
だ諸先輩方の背中を見ながら必死に付いて行き、気が付けば 19年
も経っていたのです。今では会長も経験させて頂いた中堅メンバー
になっています。特別何かをした訳でもなく、参加するだけで、
クラブ風土や環境や仲間が私を大きく成長させてくれたのかも知
れません。
　キャピタルクラブが誕生して 30年余り、周囲の環境に惑わされ
る事もなく“ぶれない”クラブ運営は先達を敬い、継承する努力
を怠らないメンバーの意識の高さを感じずにはいられません。そ
の中の一員である事を誇らしく感じます。「奉仕クラブ」の本当の
意味は、「頑張った分だけ返ってくる」という意味なのかも知れま
せん。

クラブで学ぶ事
森　　　常　夫

　キャピタルに入会して 25年余。短い様で長い様でよくぞ今日ま
で続いたものだと自分で自分を褒めたいものです。何が良くて続
いたのか、退会したいと思う事も無く今日まで来たように思いま
す。いろいろの話を聞き、色々な方と知り合い、多くの知識、多
くの友人が出来た事、多くの宝を頂いた事、クラブでなければ出
来ない事、クラブでしか学べない事、会長を引き受けた一年間、
次次期が次期に繰り上がり不安のスタートで始まりましたが終っ
て見れば皆さんの補佐で充実した一年間でした。
　今年４月で 74歳になります。仕事にクラブで学んだ事を生かし
て、素晴らしきクラブの人達を見習い余生を皆さん共にクラブラ
イフを今後共楽しみたいと思います。

「理想のクラブとは」
柳　　　慎　司

　主題通り「あなたの未来に役立つキャピタルは？」と言うより、
これからも役立つクラブ作りをしたいものです。
　私自身キャピタルクラブに色々と助けて頂きました、頂いてお
ります。
　人との付き合い方でしょうか……握手とか、何でもない名刺交
換の仕方、議事進行とか、人を動かすとは恐れ多いですが、メンバー
の協力を得て一つ一つの事業が熟していく事とか、ブリテン、議
事録、レジメ等々書類作製の手解き、本当に役に立つことばかりで、
仕事は勿論、自治会、学区、町内会等々でも通用しますし、私にとっ
ては塾みたいな場所（例会）です。
　そしてこの場所が大好きで、老若男女に先輩後輩と教えを乞う
人ばかりです。人生山あり谷あり　家庭の事、仕事の事、はたま
たプライベートな事まで相談出来る仲間、友人、親友がいます。
　こんな素敵な場所を休むなんて出来ません。体調の悪い時もあ
りますし経済的に苦しい時、仕事等で忙しい時もありますが、例
会等に参加して「元気」を頂き、エネルギーと知恵と道徳を貰い
受ける場所なのです。
　もしもキャピタルクラブのメンバーになっていなかったら、視
野の狭い呑んだくれの平凡な大工職人であったと思います。
　「クラブは人を育てる」と言います。本当に感謝です。
　クラブは成長し続けます。それについて行けるように頑張りた
いと思います。

していましたが、お話し好きなメンバー達。毎度のことですが
時間が押して押して……。お話しいただく皆様の気持ちのこもっ
たお話は毎回思うことですが、本当に参加者の心に残り、この
企画の趣旨である「メンバーシップ」の向上に繋がっていると
思います。入会祝賀会はあと２回ありますが、委員長の私とし
ては最後まで精一杯盛り上げて参りたいと思います。

参加者：前掲紹介者と饗場、五十嵐、石倉、岡本、香山、左近、
菅原、椿森、仁科、幡南、村田、森（常）、八木、山口、
山田（英）　21 名

あなたの未来に役立つキャピタルは？
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メ　　ン　柳　　慎司　２月７日　　吉井　崇人　２月11日
　　　　　左近　宏崇　２月20日　　森　　繁樹　２月20日
　　　　　石倉　　尚　２月24日
メネット　仁科　節子　２月２日　　内田　直子　２月６日
　　　　　椿森　　光

ひかり

　２月11日　　神﨑　陽子　２月19日
　　　　　瀬本　吉美　２月28日
コメット　山田麟太郎　２月２日　　藤田　大貴　２月11日
　　　　　長谷川呼春　２月14日　　金原　拓未　２月21日
　　　　　山口　愛乃　２月27日

勝山廣一郎・憲　子　ご夫妻　２月４日
山田　隆之・まゆみ　ご夫妻　２月18日
内田　雅彦・直　子　ご夫妻　２月23日
椿森　昌史・　光

ひかり

　　ご夫妻　２月28日

委　員　会　紹　介

ドライバー委員会

委員長　椿森　昌史
やっと前半戦が過ぎた感じです。後半戦、帯を締め直
して例会運営に全力投球したいと思います。
副委員長　倉見　直樹

楽しく、かつ、きっちりした例会を創ります！
委員　石村　吉宏

若い人が本当によくやっています。頼もしいです。
委員　大門　和彦

楽しい例会にしましょう！
委員　松井　陽子

皆さんが楽しかった、勉強になったと思って頂ける例
会運営を心がけて取り組んでまいります。本年もよろ
しくお願いします。
担当三役　山口　　恵

微力ではありますが、皆さんに楽しんでいただけるよ
うな例会にしたいと思います！

編集後記
　一年で最も寒さが厳しい大寒も過ぎ、暦の上では春が近づい
て来た今日この頃。皆様いかがお過ごしでしょうか？半期総会
も終わり各委員長もホッとされていることでしょう。
　そして幡南次期会長から次期三役も発表され、いよいよ次期
が近づいて来たなぁという感じになってきまし
たが、まだまだ今期の事業がありますので頑張っ
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！
　皆様には今期第８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。まだまだ
寒いですのでインフルエンザ等にお気を付け下
さいね！　　　　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／次年
度における次々期理事候補者の推薦のお願い／メネット国内
事業に係る支援先の決定について／西日本区事業目標（献金）
と納入期限厳守のお願い／第12回京都センチュリークラブメ
ネット例会の案内／リトセン・チャリティーゴルフの案内

〈YMCA報告〉　125周年記念式典に参加のお願い
〈三役会報告〉　アジア地域大会登録について
〈各事業委員会報告〉
・YMCAサービス・ユース事業委員会　クリスマスロビーコ

ンサートについての事業・収支報告／国際協力チャリティ
イベントについて説明・検討／125周年記念式典について
説明・検討／京都YMCAミニバスケットボール大会の説
明・検討／夜桜フェスタ（４月19日）について説明・検討／
募金の現況報告
・地域奉仕・環境事業委員会　CS献金・お年玉切手収集（１

月20日）／TOF例会・献金（２月３日）／チャリティーボウリ
ング（２月22日）15名参加予定／メタセコイヤフェスティバ
ル（５月31日決定）／TOF例会の内容の説明・検討／プルタ
ブ・エコキャップの収集状況報告　※エコキャップ　11,800
個（１月末）、プルタブ　1,620 グラム（１月末）／献血協力者
の確認（12月なし）
・ドライバー事業委員会　１月例会の報告ならびに２・３月

例会の内容を確認／４月花見例会（４月４日、聖護院御殿
場荘）
・交流事業委員会　DBC東京訪問についてに説明・検討／ベ

ゼルクラブへの連絡の件／STEP事業のクラブ内募集につ
て現況報告
・ファンド事業委員会　１月実施ファンドの報告（お祝い

ファンド、合同例会ファンド）／２月実施ファンドの確認
（大山ハムファンド、合同委員会２月10日）／わらしべ長者
ファンドの実施確認（２月はCS委員会）
・広報・ブリテン事業委員会　ブリテン１月号反省と２月号・

３月号の骨子を確認。
・EMC事業委員会　３ケ月報告（10月～12月）／半年報告／

第４回入会祝賀会の内容確認（１月28日）／１月例会出欠者
数の確認
・メネット会　１月24日京都部合同メネット講演会の内容と

出席者数の報告
〈審議事項〉　２月第１例会臨時総会の件（アジア地域大会登録

補助金）
〈その他〉　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委員会報告があった。／ウェスティン都
ホテルよりロッカーとワゴンについて要望があった。
第８回三役会　２月18日（木）19:00～　於：未定
第８回役員会　２月24日（火）19:00～

於：ウェスティン都ホテル京都　平安の間

The Y cup 第２回京都ミニバスケットボール大会

当日のパンフレットの協賛広告を募集しています。

　日　時　３月14日（土）・15日（日）　午前９時～午後５時
　会　場　京都市横大路運動公園体育館

2015年１月27日（火）19:00～21:00
ウェスティン都ホテル京都　平安の間

第７回　役員会議事録

HAPPY BIRTHDAY

HAPPY ANNIVERSARY

左から大門・石村・椿森・倉見・松井・山口（恵）さん


