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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
 " TO  ACKNOWLEDGE  THE  DUTY  THAT  ACCOMPANIES  EVERY  RIGHT "
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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）

４
在籍者数　　41名
第一例会　　30名
第二例会　　36名
メイクアップ　　9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　　33,000円
第二例会　　2,000円
累　　計　215,408円

東日本大震災復興募金
第一例会　　　　0円
第二例会　　3,537円
累　　計　　45,426円

３月
ジャンパー　　12,600円
大山ハム　　11,776円
ホワイトチョコファンド
　　　　　　　8,000円
お祝いファンド
　　　　　　　1,944円
累　　計　899,840円

献　　血　　　　0cc
成　　分　　　　2名
累　　計　1,200cc
成分累計　　　　5名

第一例会　　　　0円
第二例会　　24,655円

累　　計　410,183円

ワイズメンズクラブの未来のために、クラブ・部・区での研修だけでなく、個人の
スキルアップのため自己研鑽に励みましょう。

藤井久子ワイズリーダーシップ開発委員長（神戸学園都市クラブ）
５月
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『うわべだけで裁くのをやめ、正しい裁きをしなさい。』
ヨハネによる福音書　７章 24 節

　今期菅原会長より入会して初めての
EMC 委員長を仰せつかりました。
　今期は３名の新入会員メンバー獲得を
打ち出しましたが、結果は左近宏崇さん
１名増員ということでした。目標に達し
なかったことは少々残念ですが、キャピ
タルクラブにふさわしい方を探し、入会
していただくということは、とても ｢重い
責任｣ と ｢エネルギー｣ がいるということ

です。私はノンドロップをいつも意識しながら、会歴の浅いメ
ンバーを大切にサポートしつつ、ゆるやかに増強できれば良い
のではと感じております。メンバーの皆様、キャピタルクラブ
にぴったりの方がおられましたらどうぞお誘いくださいませ。
　そして今期、EMC 事業もうひとつの柱は ｢入会祝賀会」で
す。クラブに入会された順に全メンバーを計６回に分けて「よ
うこそキャピタルクラブへ、入会おめでとう！」ということで

開催しました。祝賀会のメインコーナーとして皆様より入会に
いたる経緯やスポンサーとの関わり、入会されてからのクラブ
経歴、また各自のクラブライフについてスピーチをいただきま
した。会歴の古い方は私たちの知らないエピソード等があった
り、会歴の浅い方もクラブライフをどのように楽しみ、自己研
鑽に役立っているか等、メンバーの個性的かつ心にしみるお話
を多く聞くことができ、本当に記憶に残るスピーチとなりまし
た。この事業の目的であるメンバーシップの強化に大きく貢献
出来たのではないかと自負しております。
　例会にしてもクラブ事業にしても、まずは参加すること。参
加すると内容がわかります。内容がわかるとやりたいことが見
つかります。やりたいことを実践すれば楽しくなります。楽し
くなればまた足を運び、そこにいろいろな交流が生まれます。
人との交流が楽しくなれば、どんどん外へ出て行くことになる
でしょう？　キャピタルクラブから京都部へ、西日本区へ、東
日本区へ、アジアへ、国際へ……どんどん限りなく広がってい
きます。自分の出来ることから始めていきましょう。
　自分なりに努力して一生懸命頑張れば、必ず何かしら素晴ら
しい「モノ」が自分の中に残ることでしょう。それを財産とし
て積み上げていきたいものです。
　最後にメンバーの皆様、一年間 EMC 事業にご理解とご支援
をいただき、本当にありがとうございました。心より感謝申し
上げます。

ＬＴ

聖句の解説　人を正しく評価することはとても難しいことです。イエス・キリストがせっかく良いことをしても、誰もそれを評価で
きなかったのです。むしろ、それを行ったことが非難されています。現代でも同じことが行われているのを見ると、人間も進歩しな
いものだと思わされます。
　これはひと事ではありません。私たち自身がイエスを批判する人の立場に立つかもしれないからです。そういう私たちに出来るこ
とは、「正しいさばきをする」ということよりも、マタイによる福音書７章１節にあるように、「いっさい人を裁かない」ことです。「さ
ばく」とは、「ひとの善し悪しを評価する」ことです。ところが、私たちはその評価する能力が欠けています。
　私たちが駄目だと思う人間が天才かもしれないのです。無意味と思うものの中に、価値が潜んでいるかも知れないのです。それを
悟るならば、私たちの発言の仕方も変わってくるのではないでしょうか。
　イエス・キリストは、貧しい人びとを良しとし、無学の弟子たちを良しとしました。そのようなイエスを良しと出来る生き方、信
仰を持ちたいものです。

今期はEMCの『M』

EMC委員長　　香　山　章　治
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発達障害児と向き合って
交流委員　田　中　雅　博

　昨日来の春嵐が過
ぎ、今日は季節が一
つ逆戻りしたような
肌寒さを感じつつ、
一日の仕事を終えた
メンバーが例会場に
集まってきました。
少し久し振りのホー
ムグランドでの通常
例会です。
　ユーモアを交えな
がらもユースに対す
る支援を熱く語られ
た菅原会長の挨拶に
始まり、今日は昨年 10 月に入会された左近さんのスピーチが

ありました。おおらかに過ごされた少年時
代から、一念発起して起業を目指された社
会人のスタート、そして香山さんとの出会
いからキャピタル入会までのことを、左近
さんらしくゆるやかにお話しされました。
　続いて京都 YMCA サポートプログラム
ディレクターの金山好美様のご講演があり
ました。学生時代から始まった YMCA と
の関わりから奈良 YMCA でのこと、そし

て京都 YMCA での発達障害児のサポートプログラムについて
お話しいただきました。出来なくても頑張ったら良いのではな
くて、子どもたちに成功させる工夫が大事だとのお考えの基に、
新しい取り組みをされていることを、クイズや体験談を交えて、
本当に分かりやすくお話しいただきました。
　YMCA が地域の子どもたちにとって如何に有意義であるか
との認識が、また一段進んだ春の一夜でした。

笑顔につつまれたお花見例会
EMC委員　村　田　深砂子

　４月４日（土）御殿荘でお花見例会が開催されました。私は、
仕事の関係で遅参してしまいました。庭園の桜が、この日に合
わせたように満開で、ライトアップされとても綺麗でした。残
念ながら今回はメンバーゲストが参加されていませんでしたが、
多くのメネットが参加され、にぎやかに例会が始まりました。
　会席料理とお酒がすすみ１時間ほどするとニコニコタイムが
始まりました。サイコロを転がし、出た目のお題でニコニコを
するというものです。そして次の人を指名していくというルー
ルでした。最初は出た目通りのお題でお話しをされていました
が、そのうち出た目には関係なく自分の話が始まり、終始笑い
の中 30 名ほどのニコニコが集まりました。皆さん上手にお話
をされて楽しい笑顔にあふれたお花見例会になりました。

京都トップスワイズメンズクラブ
20 周年記念例会

山　口　弘　子

　４月５日（日）ウェスティン都ホテル京都に於いて京都トップ
スワイズメンズクラブ 20 周年記念例会が盛大に開催されまし
た。1994 年７月キャピタルクラブの子クラブとして 25 名のメ
ンバーでチャーターされ、以後紆余曲折を経て５年前から若手
メンバー増強に力を入れられ現在 57 名、平均年齢 46 歳のクラ
ブに成長されました。
　第一部の式典で、２年ほどの準備期間をもって富士山部の沼
津クラブ（東日本区）から 14 名が参加して DBC 締結の報告が
ありました。そしてトップスクラブ設立準備委員長であった大
山孜郎さんから、同クラブの設立の経過及び今日に至ったクラ
ブのエネルギッシュな活動を祝われました。
　記念事業として支援されているぐんぐんハウス、YMCA へ
の各寄贈目録が発表されました。
　第２部の懇親会は、サンバのリズムと踊りで賑やかに始まり、

「感謝の気持ち」としてチャーターメンバーから堀メネット（お
宅に届けられる）、岡本さん、仁科さん、石倉さんに記念品が
贈られました。二人の京都部部長を輩出し、若いメンバーが多
く、バナーに印されたコマの様に、止まる事なく躍動し続ける
トップスクラブの勢いを実感した例会でした。
　当日集められた寄付金 57,000 円＋αの金額は、東日本大震
災支援で活躍されている仙台YMCAへ届けられた旨の報告が、

後日京都東稜クラブ会長佐藤私子さんからありました。
参加者　石倉、石村、大山（孜）、岡本、金原、香山、倉見、菅原、

田中（雅）、仁科、村田、森（繁）、森（常）、八木、山田（隆）、
山口（弘）

４月第一例会 2015年４月４日（土）　19:00～21:00
聖護院　御殿荘 ４月第二例会 2015年４月21日（火）　19:00～21:00

ウェスティン都ホテル京都

左近さん

講師の金山好美さん

田中東日本区理事を囲んで
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私の止まり木
饗　場　公　治

　一昨年の 11月にキャピタルに入会し、最初はポツンとしていた
のを覚えています。正直、「面白くないなー」「行きたくないなー」
と思っていました。でも、とりあえず一年間やってみて面白くな
かったら辞めようと思っていました。クラブのメンバーと仲良く
なるにはやっぱり出席しかないかなっと思い、面白くなくても出
ようと決心して出席してました。
　最初に安部さんがどんどん喋ってきてくれたのが助かりました。
スポンサーの山口恵さんはほったらかしでした（笑）。今から思う
と、そのほったらかしが良かったかなっといいように思うように
してます（笑）。そのうち五十嵐さんにも気にかけてもらい、今で
は分からない事があれば、スポンサーの恵さんに聞くよりも五十
嵐さんに聞く様になりました。
　僕は様々な異業種の会に入っておりますが、その異業種から仕事
を紹介してもらったりして、意外にドライな関係だったりします。
正直、キャピタルも最初は仕事を紹介して欲しいなーっと思い入っ
たのですが、今ではそんな事どうでもいいやーってなってます。
　このキャピタルが止まり木みたいな感じで、気楽な感じで楽し
んでます。そういう気楽な異業種のクラブに入ってるのもありだ
なっと思い、これからも楽しんでいきたいと思います。

もう少しマシな人間になれそう……
―あっという間の半年―

左　近　宏　崇
　10月第一例会で入会させて頂いて半年余、メンバーの皆さんが
多忙の中、時間を調整し様々な行事に参加、奉仕しておられる姿
に接し、自分の時間の使い方の下手さを痛感する今日この頃です。

　入会して、自分にとって良かったのが EMC委員会の入会祝賀
会で、皆様の入会されてからの歴史を、またその時の気持ちなど
を聞かせてもらえたこと、それに、メンバーの皆さんが人格者と
いうか、素晴らしい方々で目標としたい方々ばかりで、「ここは、
そういうクラブなんだ。いい所に入れて頂いたな」と入会のタイ
ミングで感じることが出来たイベントでした。
　自分も日々の忙しさに流されず積極的に参加し、皆さんの話し
方や所作を盗んでいければ、もう少しマシな人間になれそうな気
がしています。
　まだまだ、クラブの事も良くわかっておらず、悩む事、迷う事
も多くあると思いますが、それも楽しみながら頑張っていきます。
皆様、ご指導の程、宜しくお願い致します。

クラブでの役が私の糧になる
椿　森　昌　史

　一昨年、キャピタルクラブに入会させていただいて、早 2年が
経とうとしています。ゲストで例会に出席させていただいている
時から、メンバーの皆さんには笑顔で温かくお迎えいただき、自
分自身いい印象ばかりでした。
　入会を勧められた時に、前向きに考えられたのも、皆さんの明
るい雰囲気とスマートな例会を体感できたからだと思います。入
会後、ファンド委員会に配属になり、最初は委員会の趣旨もあま
り理解しないまま、委員会に出席していた気がします。
　委員会では委員長をはじめ、メンバーの段取り良さと前向きな
姿勢に、気持ちに甘い部分が多々ある自分も、お尻を叩かれてい
るような気がしました。また、リトセンワークや 30周年記念式典
でのタップダンス、クリスマスＰＴなどに参加させていただく中
で、キャピタルクラブに慣れ、参加する事が楽しくなってきたよ
うに思います。
　今年度はドライバー委員長、委員会の皆さんの前向きで協力的な
姿勢に助けられ、何とか 1年が過ぎようとしています。これから
も色々な事が、自分の糧となるよう頑張っていきたいと思います。

自分の未来に刺激を与えてくれる
藤　田　浩　史

　入会させて頂き１年が過ぎました。スポンサーは西川欽一さん
です。
　自分の会社を立ち上げる時からお世話になっており、今でも経
理等の顧問をして頂いています。自分の仕事では横の繋がりはあ
るものの、クラブや商工会の様な集まりはなく西川さんにクラブ
の話を頂いた時に興味を持ちました。もともと職人気質と言いま
すかあまり人と話す事が得意でない私が色んな人とお話しする機
会が増えて、上手にお話しをされる方や好意が持てるお話しをさ
れる方を見て羨ましく感じました。仕事も大事ですが、話し方で
お客さんと繋がる様な事を感じたりもしました。そんな時に紹介
されたのが「キャピタルクラブ」でした。異業種の方の集まりと
聞いており、初めてゲストに呼ばれた時は全てが新鮮でした。
　スーツを着るのも何年ぶりかで緊張感もあり、自分の修行とし
て頑張ろうと思いました。人との繋がり、仲間。「キャピタルクラブ」
で自分修行をしております。まだまだですが……。皆さんの馬力
には何か教えられる物がある様な。
　お題の「あなたの未来に役立つキャピタル」おそらくクラブ活
動を継続して得られる答えなのでしょう。先輩方を見ていれば何
となく分かる様な気がします。目が輝いているというか楽しく、
一生懸命なのが。
　仕事とクラブの両立の難しさは、皆さんも同じでしようが痛感
しています。言い訳ですかね？　何事も為せば成るが私の信念な
のでもっと頑張ります。
　継続は力なり。続けて行っての先に未来（自分改革）が待って
いると思います。きっと自分の未来に刺激を与えてくれる、未来
の私の人生に役立つ事と信じております。

次期役員研修会
地域奉仕・環境委員長　西　川　欽　一

　４月 11 日（土）17 時より京都 YMCA にて次期役員研修会及
び第１回次期役員会が開催されました。
　幡南次期会長のご挨拶に続き研修会が始まりました。研修会
の内容は、①クラブの運営について、②ワイズメンズクラブの
理解について、③キャピタルクラブの歴史について、山口雅也
さんにお話しいただき、「役員としての責任を負い、委員長と
しての使命感を持ち、委員一人ひとりが事業活動を通して達成
感を味わえるように、みんなで協力し合い、会長を補佐し、一
年間大いに楽しみましょう」と結ばれました。
　次に、幡南次期会長より次期会長研修会の報告として、国際
会長・アジアエリア会長・西日本理事・京都部部長の主題及び
方針、並びに各事業主任方針について資料に基づく説明の後、
会長主題の発表とともにその主旨を説明いただいた後、質疑応
答があり、菅原会長のご挨拶により研修会は閉会となりました。
　約 10 分間の休憩の後、第１回次期役員会が開催され、次期
の各事業委員会配属、年間スケジュール案の発表及びこれらの
検討が行われました。
　役員会閉会後、押小路通柳馬場西入の「佳久」に場所を移し
て懇親会が行われ、この日、いよいよ次期へ動き出しました。

LT 出席者　幡南次期会長、香山・西川次期副会長、田中（雅）・
椿森次期書記、石倉・五十嵐次期会計、瀬本次期 Y サ委
員長、金原次期地域奉仕環境委員長、西村次期ドライバー
委員長、田中（升）次期交流委員長、倉見次期ファンド委
員長、左近次期広報ブリテン委員長、柳次期 EMC 委員長、
菅原会長、森（繁）次々期会長

あなたの未来に役立つキャピタルは？
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　３月 28 日（土）に東京駅の新幹線のホームに東京クラブの方達が温かく出迎えて頂きました。
富士見町教会へ案内して頂き、例会が始まるまで富士見町教会の近辺で昼食をとりました。

　午後２時に例会が始ま
り、ワイズソングを歌っ
後、東京クラブとキャピ
タルのお互い一人一人、
自己紹介を行いました。

　例会終了後、８つのグ
ループに分かれ東京クラ
ブの人に神楽坂の散策の

おもてなしを受け、その後、午後５時半から「天狗」という居酒屋で
親睦夕食会が開かれました。全
員大いに飲み、食べ、語って楽
しい会でした。両クラブのメン
バーリストとお土産品を交換し、
両クラブの次期役員が紹介され
ました。

　３月29日（日）はバスツアーで一
箇所目は東京スカイツリー、続いて両国の江戸東京博物館
を見学し、その後、葛飾区柴又へ向かい、「亀家本舗」で
昼食をとり、昼食後、柴又駅前にある寅さんの銅像、柴又

合　同　例　会
３月28日（土）　14:00～ 16:30
飯田橋　富士見町教会小礼拝堂

「小　礼　拝」
司会・奨励　迫川由和

奏楽　田中直美
１．前奏
２．讃美歌　484 番「主われを愛す」
３．聖書朗読　コヘレトの言葉　５章１～６節
４．奨励
５．祈り
６．後奏

「合 同 例 会」
司会　進藤重光

１．開会点鐘 東京クラブ会長　加藤義孝
２．ワイズソング 一　同　
３．東京クラブ会員紹介 東京クラブ会長　加藤義孝
４．京都キャピタルクラブ会員紹介

京都キャピタルクラブ会長　菅原樅一
５．会長挨拶 東京クラブ会長　加藤義孝
６．会長挨拶 京都キャピタルクラブ会長　菅原樅一
７．Happy Birthday, Happy Anniversary
８．アピールタイム
９．YMCA の歌 一同

10．閉会点鐘 京都キャピタルクラブ会長　菅原樅一
11．神楽坂散策　富士見町教会→泉鏡花・北原白秋旧居跡

→小栗横丁→熱海湯階段→芸者新道→かくれんぼ横丁
→兵庫横丁→和可菜→神楽坂通り→※五十番→※不二
家→教会    　※店舗前通過

「DBC親睦夕食会」
17:30 ～ 19:30　天狗　飯田橋東口店

両クラブメンバーリスト交換、土産品交換、次期役員紹介
など

「DBC交流バスツアー」
３月 29 日（日）　8:30 出発　16:30 解散

東京スカイツリー→江戸東京博物館「大関ヶ原展」→柴又
帝釈天→寅さん記念館→山田洋ニミュージアム→山本亭→
巣鴨とげぬき地蔵尊（高岩寺）→後楽賓館→東京駅　解散

「ゴルフコンペ」
３月 30 日（月）　中山カントリークラブ

　晴天に恵まれ中山カントリークラブで９時 58 分スタート
で開催されました。
出席者

東京クラブ　上原靖弘　春日井明　加藤義孝
茅野徹郎　長澤　弘　持田二郎　吉岡紀久雄

東京江東クラブ　藤井寛敏（元国際会長）
京都キャピタルクラブ　石倉　尚　香山章治

香山耀平　田中雅博　山口雅也　山田隆之

成績　１位　春日井さん、２位　香山さん、３位　藤井さん

心温まるおもてなしで新しい出会いと友情が深まるひとときを満喫
日時　３月28日㈯～29日㈰　ゴルフコンペ　30日㈪

DBCの東京クラブ訪問

菅原会長挨拶

加藤東京クラブ会長ご挨拶

田中東日本区理事ご挨拶

大山さんと金原さん　結婚祝い

寅さんをバックに東京クラブの皆さん
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　雨が降らないかと心配し
て い た ４ 月 19 日（日）。 京 都
YMCA リトリートセンターの
天候は見事な晴れ！　絶好の
ドリンク販売日和 !!　風も程よ
く気温も心地よい。いいコン
デションに恵まれ、満開の八
重桜に囲まれて、夜桜フェス
タが開催されました。
　例年の傾向と対策を考慮し
て委員会でリストを作り買い
出し。ビールやジュース類を
キャピタルの指定場所でスタ
ンバイ。毎年恒例の作業。も
ちろん今年もコーヒーを持っ
て。開会式を迎えるまでにじ
わじわとビールが……とはコ
コだけの話。
　YYY フォーラム参加のメン
バーも加わり本格的に販売開始！と、ハイペースで売れていく。
ビールも炭酸類も。やはり、招待された 30 名の留学生を含む
200 名超えの参加者。ステージでは、ブルーグラス、ブルース、

京都部YYY（YMCA・Y's・YOUTH）フォーラム
―ユースコンボケーション、アピール―

　夜桜フェスタ開始前に京都 YMCA リトリートセンターで、
2014 ～ 2015 年度京都部 YYY フォーラムが開催されました。
藤本義隆西日本区Ｙサ・ユース事業主任も参加され、約 50 名
の参加者となりました。
　はじめに、“グローバル・コミュニティー・スタディー”参
加の報告がありました。２月３日（火）～７日（土）、４泊５日の
日程で台湾台中 YMCA に、京都 YMCA のスタッフ２名、リー
ダー１名が派遣されました。その一員の亀山みぎわさん（ウエ
ルネス事業部スタッフ）から台中での貴重な体験を報告してい

フォーク、二胡の演奏。これ
だけ活気があれば当然か！　
嬉しい悲鳴に委員長自ら買い
出し。まわりからの美味しそ
うな匂いにコーヒーの香りで
応酬 ?!
　点灯式前後くらいからコー
ヒーは追い上げ。まわりのブー
スが販売を終えた頃でも閉会
式間近まで販売。委員長納得
の売れ行きでした。
　皆さま大変お疲れさまでご
ざいました！

夜桜フェスタ参加者
メン　五十嵐、石倉、大山（謙）、
金原、香山、菅原、瀬本、田
中（升）、西村、幡南、森（繁）、柳、
山口（雅）、山田（隆）　14 名

メネット　石倉、香山、菅原、柳　４名
コメット　石倉　田中（升）　２名 合計 20 名

（Ｙサ・ユース委員　大山謙一）

帝釈天、寅さん記念館、山田洋二ミュージアムを見学し、
最後に巣鴨とげぬき地蔵尊（高岩寺）に行きました。
　バスの中では上原さんのリードでナツメロの合唱で和気
あいあいの道中となり明日のゴルフに参加のメンバーとは
宿舎の後楽賓館で別れ、東京駅へ送って下さいました。

参加者　饗場、石倉、大山（孜）、岡本・メネット、金原、香山・
香山耀平（コメット）、倉見、左近、志田、菅原・メネット、
田中（雅）、田中（升）、椿森、西川、仁科・メネット、西
村、幡南、森（繁）、森（常）、八木、山口（弘）特別メネット、
山口（雅）、山田（隆）

（広報ブリテン委員　饗場公治）

ただきました。日本では、小学生を対象とする健全育成活動は
主に野外キャンプで行われますが、台湾では、小学校を借り切っ
て授業中心に行われるそうです。
　次に、７月 29 日（水）～８月２日（日）に京都で開かれるアジ
ア地域大会ユースコンボケーションについて、わがクラブの
香山ユースコンボケーション委員長と金原さんが、プロジェク
ターを使って、プログラムの内容、スケジュールを詳しく説明
され、会場に来られているワイズの方々に、大いなる参加とご
協力をアピールされました。
　最後に、藤本 Y サ・ユース事業主任からユースコンボケーション
に対する期待を込めたお話があり、フォーラムは終了しました。

YYY フォーラム参加者
五十嵐、石倉、金原、香山・メネット、菅原、西村、森（繁）

（会長　菅原樅一）

４月19日㈰　リトリートセンターに200名余参加

八重桜満開の夜桜フェスタとYYYフォーラム大盛会
✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿
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メ　　ン　山口　雅也　５月10日　　椿森　昌史　５月12日
　　　　　山田　隆之　５月13日　　大山　謙一　５月27日
　　　　　饗場　公治　５月31日　　大門　和彦　５月31日
メネット　勝山　憲子　５月３日　　長谷川絵理　５月16日
　　　　　志田　千鶴　５月23日
コメット　金原　佑征　５月６日　　大門　勇斗　５月８日
　　　　　田中啓太郎　５月24日

森　　常夫・絹　代　ご夫妻　５月８日
菅原　樅一・由利子　ご夫妻　５月13日
瀬本　純夫・吉　美　ご夫妻　５月17日

〈西日本区・京都部報告〉　
「YMCA東山荘100年募金」について／第 18 回西日本区大会
西日本区理事杯チャリティゴルフ／ソルドの監査報告（不正
はなかったとの報告）／交流主査報告会（５月29日）

〈各事業委員会報告〉
・YMCAサービス・ユース事業委員会　

The Y cup 第２回京都ミニバスケットボール大会につい
て事業報告／ YYY フォーラム（４月19日）事業報告／夜桜
フェスタ（４月19日）事業報告／Ｙサアワー例会（４月21日）
事業報告／第 11 回京都ＹＭＣＡ鴨川チャリティーラン（５
月17日）について事業計画の検討／わらしべ長者ファンド
の物品報告⇒三役へ／募金の現況報告
・地域奉仕・環境事業委員会　

東日本大震災復興募金の報告（３月12日CATT例会：24,850
円）／メタセコイヤフェスティバルの確認／プルタブ・エ
コキャップについて／献血協力者の確認（３月成分献血：
森繁樹）
・ドライバー事業委員会　

４月例会の報告ならびに５月例会の内容を確認／５月第１
例会（雅ふみこ氏：スピーチ・インカルケイター）／５月第
２例会（音楽例会：山田大樹氏ギタリスト）
・交流事業委員会　

DBC 東京訪問まとめ、決算報告（３月28日～30日）／ STEP
の件／ IBC 連絡の件
・ファンド事業委員会　

４月実施ファンドの報告（母の日カーネーションファンド、
お祝いファンド）／５月実施ファンドの確認（お祝いファン
ド、合同委員会ファンド、ネットオークションファンド、
わらしべ長者ファンド）
・広報・ブリテン事業委員会　

ブリテン４月号反省と５月号・６月号の骨子を確認。
・EMC事業委員会　

西日本区 EMC 事業委員会への３ケ月報告（１～３月）／第
５回入会祝賀会収支報告／第６回入会祝賀会の確認（５月
22日：金曜日PM7:00～）
・メネット会　

メネット懇親会（５月23日：土曜日）開催予定
〈審議事項〉　

2015 年アジア地域ユースコンボケーション
（AYC）のホームページへのバナー掲載と掲載
料（10,000円）について、承認可決された。

〈その他〉　
AYC 委員会報告
第11回三役会　５月23日（土）19:00～　於：未定
第11回役員会　５月26日（火）19:00～

於：ウェスティン都ホテル京都　平安の間

編集後記
　五月晴れの空が気持ち良いこの季節、皆様いかがお過ごしで
しょうか？　早いもので今期も後二ヶ月になり、私共が担当す
るブリテンは次号がラストとなってしまいました。次期役員会、
委員会も行われ、いよいよ次期に向けた準備も本格的になって
きたようです。残り少ない菅原会長期ですが、しっかり広報し
ていきたいと思います！　連休前のお忙しい中、記事依頼でご
協力頂いた方にブリテン委員会一同心より感謝しております。

広報・ブリテン委員長　安部　英彦

2015年度　京都YMCA会員協議会
日　時　６月26日（金）19時00分～
場　所　京都YMCA　地階マナホール

第11回かもがわチャリティーラン
日　時　５月17日（日）９時15分～15時30分　※雨天決行
場　所　鴨川公園

〈会長主題〉　
『継往開来』　―クラブライフの充実―
〈西日本区・京都部報告〉　

４月17日（金）　次期Ｙサ委員長会（於：京都YMCA）　出席予
定：幡南進次期会長、瀬本純夫次期Ｙサ委員長

〈三役報告〉　
委員会配属（案）の発表／年間スケジュール（案）の発表　アジ
ア地域大会及び AYC 参加を例会出席として扱う。５月第１
例会 CATT 合同例会はキャピタルクラブ担当。

〈各事業委員会報告・事業計画案報告〉　
５月10日（日）までに各事業委員会　事業計画案・予算案を椿
森次期書記へ提出。

〈その他〉　
第３回次期三役会　５月14日（木）19:00～　於：石原
第２回次期役員会　５月21日（木）19:00～

於：ウェスティン都ホテル京都　平安の間
第３回次期役員会（合同）　６月23日（火）19:00～

於：ウェスティン都ホテル京都　未定　　

ネパール地震緊急支援募金
　４月 25 日にネパールで発生した地震では、死者は
5,000 人を超え、生き残った人々も安全な水や食料が
不足し、過酷な生活を強いられています。
　カトマンズ近郊にあるネパール YMCA では、緊急
支援と中長期復興支援の両方を計画しています。これ
を受け、世界 YMCA 同盟から各国の YMCA へ、緊
急支援募金の呼びかけが行われています。ネパール地
震緊急支援募金に、ご協力お願いいたします。

支援活動内容（状況によっては、他団体を通じた支援活動
を行う可能性があります。）
１．ネパール YMCA による物資の配布等の緊急支

援および復興支援
２．日本国内のYMCA日本語学校・専門学校に通う、

震災の影響を受けたネパール人留学生の支援

募金期間　2015 年６月 30 日（火）まで
５月 10 日に京都 YMCA でも街頭募金を行います。

日本YMCA同盟・京都YMCA

2015年４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10回　役員会議事録

HAPPY BIRTHDAY

HAPPY ANNIVERSARY

2015年４月11日（土）18:00～19:00
京都YMCA

第１回　次期役員会議事録


