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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）

５
在籍者数　　41名
第一例会　　35名
第二例会　　36名
メイクアップ　　5名
出 席 率　　97.5%

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　　11,000円
第二例会　　7,000円
累　　計　233,408円

東日本大震災復興募金
第一例会　　5,119円
第二例会　　3,636円
累　　計　　54,181円

４月
お祝いファンド
　　　　　　　1,944円
合同委員会　　8,000円
母の日カーネーション
　　　　　　13,076円
累　　計　899,840円

献　　血　　　　0cc
成　　分　　　　2名
累　　計　1,200cc
成分累計　　　　7名

第一例会　　18,646円
第二例会　　9,610円

累　　計　438,439円

今年度の活動目標がどこまで達成できたかを振り返り、達成と未達成の原因
を探り、この振り返りの成果を次年度の活動に活かそう。

松本武彦理事（大阪西クラブ）
６月
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『求めなさい。そうすれば、与えられる。探しなさい。そうすれば、見つかる。門をた
たきなさい。そうすれば開かれる。だれでも、求める者は受け、探す者は見つけ、門
をたたく者には開かれる。』 マタイによる福音書　７章７～８節

　ありがとうございました。この一年間
は私の人生にとって、最も素晴らしいか
けがえのないものとなりました。これも、
キャピタルクラブの皆様、メネット様が、
こんな私を会長として、一年にわたって
温かく支えていただいたからこそと、心
から感謝申し上げます。
　この一年間、キャピタルクラブの皆様

に助けられながら、ともに活動して行くうちに、いくつか大切
なことを学ばせていただきました。
　一つは、人のやさしさ・寛容さということでしょうか。私が、
けっこう自分勝手な独りよがりなことを言ってても、皆様、そ
れをやさしく受け入れて、一年間しっかりと支えていただこと
で、しみじみと人のやさしさ、寛容さを味あわせて頂きました。
そして私も、人に同じようにしなければならないと教えていた
だいたと思います。
　次に学ばせていただいたことは、東京クラブさんとの DBC
東京訪問、めいぷるクラブさんとの新年合同例会、CATT 合
同例会、エイブルクラブさん、トップスクラブさんの周年記念
例会など、いくつかの交流に参加させていただいたことにより、
ワイズの醍醐味を経験させていただいたことです。人と人との

心温かいふれあい、そして、ワイズへの熱い思い・志をワイズ
メン皆んなで共有しているという一体感を、たっぷりと味あわ
せていただきました。とくに交流事業委員会の皆様には大変な
お骨折りをいただき感謝しております。個人的にも「寅さん」
のふるさとを訪問できたことは、良い思い出となりました。
　もう一つ学ばせていただいたのは、歴史を学ぶことの大切
さということです。一年間のさまざまな活動の中で、YMCA
運動とワイズ運動の歴史の一端を知る機会に恵まれました。
YMCA は約 170 年、ワイズは約 90 年の歴史を持っていますが、
この二つの運動はイギリスの産業革命時代に始まって以来、二
度の世界大戦をはさんで現代にいたるまで、時代の変革の中で、
常に若者たちのために、新しい時代を切り拓いていく役割を
担ってきたことを知りました。今期 EMC 事業委員会の入会祝
賀会では、キャピタルクラブの 30 有余年の歴史をふり返るこ
とができました。これらの歴史の内には、一本筋の通った、常
に変わらない精神・理念があるはずで、これをしっかり身につ
けたいと思います。
　歴史はただふり返るものではなく、その中に、未来のために
大切なものを見つけるためにあると言われています。
　今期の主題で「伝統から、未来を紡ぐ」と掲げさせていただ
きました。私たちは、これからも、永遠に変わらないもの、大
切なものを身につけ、かつ昨今の困難な時代に正面から立ち向
かい、心豊かで幸福な社会をめざして若者とともに、チャレン
ジしていきたいと思います。これから、幡南次期会長を盛り立
てて、皆んなの力を合わせて、キャピタルクラブのますますの
発展に向け、頑張りましょう。
　今期は皆様本当にありがとうございました。

評価・計画

学 び 多 き 一 年

会　長　　菅　原　樅　一
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自 分 を 魅 せ る !?
Yサ・ユース委員　金　原　弘　明

　今日の例会は、フリーアナウンサー
で印象改革パーソナルプロデューサー
という肩書を持たれている雅ふみこ様
をお迎えしての通常例会でした。
　菅原会長の開会宣言・開会点鐘によ
り始まった例会は、会長挨拶の後、会
長より吉井さんへ、お子様ご出産のお
祝い金が手渡されました。藤原紀香と

広末涼子を足したように、とてもかわいい女の子だそうで、と
てもうれしそうにお礼を述べる吉井さんが印象的でした。
　食事の後、いよいよメインプログラムである雅様のご講演が
始まりました。冒頭に少しハプニング……雅様の紹介者であ
りドライバー委員長の椿森さんがお仕事の都合で急に例会を欠
席。本日の配布資料も全て椿森さんが持ったままだったので、
例会前にかなりバタバタで資料を再準備されたとのこと……雅
様、大変申し訳ございませんでした！
　さて、雅様はアナウンサーとして活動する中で、個性を生か
した「話す声」や「話し方」により自分を魅せるトレーニング
を開発・提供されるようになられたそうです。お客様には経営
者、医師、大学教授などの他、政治家やジャニーズジュニアま
でいらっしゃるそうです。
　講演では、好感のもてる振る舞いや姿勢、声を武器にする為
の呼吸法等を参加型で学ぶことができ、大変勉強になりました。
政治家やアイドルほどではありませんが、どんな仕事でも「自
分をどう魅せるか」は大変大事なことです。改めて日頃の姿勢
や振る舞い、話し方を考え直すことができた例会となりました。
雅様ありがとうございました。

音楽例会を楽しんで
Yサ・ユース委員　幡　南　　　進

　５月第二例会は音楽例会です。ギタリストの山田大樹さまを
お迎えし、ファンドでお酒も振る舞われ、とても楽しいひと時
となりました。
　菅原会長の点鐘で始まり、英語でのワイズソング、そろそろ
慣れたかなと感じていた時に「今日は全員出席？」と思えまし
た。忙しい中にも係わらず多くのメンバーが例会に集い、やは
り楽しみにしていた様子が伺えます。
　食事も終盤、お酒やコーヒーを片手に和気あいあいとしてい
る所で、演奏が始まりました。その時メンバーが息をのんだこ
とを覚えています。右手と左手で弦を奏でギター自体を小槌の
様に扱う演奏です。衝撃的です。オープニングの１曲で皆が虜
に成ったと言っても良いのではないでしょうか。本当に初めて

聞いた演奏です。曲間には語りを入れ
て頂き、お酒を飲んでいる事へのお気
遣いも頂きながら、体育会系の曲や水
の流れを奏でる曲、抑揚が有り最後ま
で聞き入りました。又機会が有ればお
聞きしたいと思ったのは私だけでは無
かったと思います。ご準備頂いたドラ
イバー委員会の皆様、ファンド委員会
の皆様、楽しい例会をありがとうござ
いました。

京都エイブルクラブ
25 周年記念例会に参加して
日　時　５月16日（土）　17時～20時30分
場　所　京都ホテルオークラ

交流委員長　山　口　雅　也

　第一部「記念コンサート」では、チャリティーコンサート「フォー
クソングをもう一度！」と題して、ばんばひろふみさんをゲスト
に迎えて開催されました。ばんばさんのオリジナル曲のみならず、
60 年代 70 年代のフォークソングをアンコールも含め９曲も演奏
され、会場が一体となり、盛り上がりました。さすがにフォーク
世代なら誰でも知っているばんばさん、歌声やギターも素晴らし
く、曲の間の MC も安定していて、京都 YMCA が直面している
本館の耐震補強工事などに必要とされるチャリティーの呼びかけ
もご本人がされておられました。コンサート後、観客の皆様が出
口でチャリティーをされていました。このような充実したコン
サートを聴けて、チャリティーも気持ちよくできました。とても
いいアイデアだと、あとから考えると当然のように思いましたが、
実際に参加してみて得心しました。
　第二部「記念例会」では、砂地一廣第 25 代会長の点鐘に始

まり、祝辞では、宇治市長代理の副市長様や宇治市社会福祉
協議会会長様など、宇治という地域に根ざしたクラブ運営をさ
れているエイブルクラブならではの顔ぶれで、クラブの軸足を
しっかり置いて活動されてきた素晴らしいクラブだと感じまし
た。エイブルクラブをエクステンションした我々キャピタルク
ラブですが、当時の会長であった大山孜郎ご夫妻が来賓テーブ
ルに着席されるなど、親クラブを今でも大切にしていただいて
いる気持ちがとても伝わりました。食事もホテルオークラの
テーブルバイキングで、質・量ともに大満足でした。
　25 年間、脈々と受け継がれてきたエイブルクラブの歴史と、
クラブの軸足がしっかりしている様子がとても感じられまし
た。また、これだけの記念例会を開催されるパワーも感じられ、
エイブルクラブここにあり！　という気概を感じました。周年
例会はいいですね。まだ参加されたことのないメンバーも機会
があれば、ぜひ、いかがですか。

参加者　石倉、大山（孜）・メネット、岡本、金原、香山、神﨑、
菅原、田中（雅）、田中（升）、西川、仁科・メネット、幡南、
村田、森（常）、八木、山口（雅）、山田（隆）

５月第一例会 2015年５月12日（火）　19:00～21:00
ウェスティン都ホテル京都 ５月第二例会 2015年５月19日（火）　19:00～21:00

ウェスティン都ホテル京都

雅　ふみこさん

山田大樹さん
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第 20 回？　久しぶりのパープル会
EMC委員　石　倉　　　尚

　2015 年５月３日（日）日清都カントリークラブに於いて第 20
回パープル会が開催されました。前回は、一昨年の 10 月に台
風で中止となり久しぶりのパープル会です。
　新しいメンバーも加わり総勢 12 名の激戦です。球技はそこ
そこできると自負されている椿 M さん前半 71……どうしたか
と思いきや後半 49 と猛追です。同じ組では、山 D 隆さん２打
目連続３発 OB でミドルホール 14 打と大タタキ！　サヨウナ
ラ。出だし２連続パーと絶好調のY木さん、結果はブービーメー
カと大崩れでした。ぶっちぎりで優勝の橋本さん、パープル会
からは脱出できませんのでこれからもよろしくお願いします。
　場所を「夷川燕楽」に移して表彰式＆懇親会です。優勝・橋
本さん、準優勝・幡南さん、３位・西村さん、４位・なんとな
くうまくいった感の田中升啓さん、５位・今日はどうした？　
香山さん、以下……省略。
　丸一日パープル会にどっぷりつかった連休のスタートとなり
ました。次回は、８月９日開催予定です。腕を磨いてみんなで
楽しく盛り上げていきましょう！

PS. 2012 年 11 月の久美浜でのパープル会が第 20 回記念コンペ
となっているので今回は第 21 回？　かな……

（2012 年 12 月ブリテン参照）

ネパール大地震緊急支援街頭募金
会　長　菅　原　樅　一

　５月 10 日（日）、ネパール大地震緊急支援街頭募金が行われ
ました。YMCA のスタッフ、ワイズの皆さん総勢 35 名で、市
内３か所（四条河原町、三条河原町、YMCA 三条本館前）に分
かれて募金活動を行いました。
　私達の班は、四条河原町の交差点で、YMCA のマックスさん、
高田次期京都部部長をはじめ、めいぷるクラブの皆さんなど８
名で、２時間あまり、行きかう人に大きな声をかけました。
　若い人たち、小さな子供の親子連れ、年配の方などさまざま
な人々に募金の協力をしていただきました。外国人のマックス
さんの募金箱には、マックスさんの誠実なお声かけぶりのせい
か、私達よりも多くの募金が集まっていました。
　その日は、３か所合わせて、129,672 円の浄財が集まりまし
た。これらは、ネパール YMCA を通じての被災者支援、全国
の YMCA 日本語学校・専門学校に通うネパール人留学生への
支援、日本 YMCA 同盟を通じての被災者・被災コミュニテイー
への支援に使われる予定です。
　参加者　菅原

バーベキュー大会に参加して
メネット　山　田　まゆみ

　５月５日（火）、雨かと心配しておりましたがなんとか天気に
なり YMCA リトリートセンターでバーベキュー大会が開催さ
れました。石釜で作るローストビーフ、ピザ、炭火で焼くバー
ベキュー、スモークチーズ、お揚げのしょうが焼き、サラダと
ご馳走が並びました。
　メネットはお喋りが盛り上がり、メンの作って下さるおいし
いお料理を頂くばかりで、反省しております。
　すっかりお姉ちゃんになった石倉京ちゃん、とてもかわいい
八木３姉妹、こどもの日楽しんで頂けましたか？
　このバーベキュー大会、今回で２回目ですが毎年恒例となり
ますよう私は願っております。

参加者　饗場、五十嵐、石倉・メネット・コメット、石村、内田、
岡本・メネット、香山・メネット、菅原・メネット、椿森、
西川、森（繁）、八木・メネット・コメット、柳、山口特別
メネット、山田（隆）・メネット、山田（英）

第 11 回京都YMCAかもがわチャリティーラン
ファンド委員　瀬　本　純　夫

　５月 17 日（日）、快晴の中、第 11 回かもがわチャリティーラ
ンが開催されました。
　朝６時、委員長の西村さんに自宅まで迎えに来ていただき、
大山謙一さんの店にドリンク用の氷を取りに行き、会場へと
まっしぐらとはいかず、水汲みのためのバケツを西村さん宅ま
で取りに戻り、いざ出発となりました。が、それでも会場到着
が７時すぎ、早すぎでしょう。
　でも、それから暫くするとメンバーもちらほら、テントも出
来上がる中、早速ドリンク販売の準備を進めていきました。そ
こは皆さん手馴れたもので、開会式のかなり前にはすべて準備
万端整い、あとは販売を待つばかりとなりました。
　クォーターマラソンから始まり、小学生駅伝、一般駅伝、ペ
アラン、グループランと競技を終えていきます。ひとつの競技
が終わるたび、多くの人が飲み物を求め買いに来られ、あっと
いう間に準備したソフトドリンクが完売、追加分もあっという
間の完売でした。
　販売・コース審判ご苦労様でした。今回も参加者約 700 名、
ボランティア約 300 名の参加により大いなる盛り上がりの中、
無事終了しました。
　暑い中、皆様ご苦労様でした。

参加者　石倉、岡本、金原、菅原、瀬本、西川、仁科、西村、
幡南、森（繁）、森（常）、柳・メネット

後列左から　香山、橋本、山田（隆）、西川、幡南
前列左から　椿森、山口（雅）、八木、金原、石倉、田中（升）
撮影　西村さん
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メ ネ ッ ト 懇 親 会
メネット会　菅　原　由利子

　風薫る５月 23 日（土）、河原町御池の京都ホテルオークラ東
隣ビル２F『エルジノ』にて、今期２回目の懇親会を開催させ
ていただきました。
　菅原メン会長に乾杯をしていただき、お料理が運ばれて来ま
す。グリーン基調の落ち着いた雰囲気のお店で、京野菜・近江
牛を使った美味しいフレンチをゆっくりいただきました。
　幡南次期会長からは、来期に向けて「新しいメンバーのメネッ
トさんも参加しやすいメネット会になりますように」とのお言
葉をいただいて、その後お一人ずつの近況報告も交え、和気あ
いあいと楽しくおしゃべりが弾みました。
　一年間、皆様に教えていただきご協力いただきながら、ここ
まで過ごさせていただきました事、心より感謝申し上げます。
　皆様優しく、おおらかに接してくださり、本当に心が癒され
ました。この温かな『和』が、今まで参加された事のないメネッ
トさん、少し足が遠のいているメネットさんにも広がるように
と願ってやみません。
　後わずかですがお付き合いいただきまして、次期メネット会
長香山さんに引き継がせていただきます。
　どうぞますます楽しく、仲良く、メネット会の和が広まりま
すように……、よろしくお願い致します。
　本当に一年間ありがとうございました。この紙面をおかりし
て、心より御礼申し上げます。

参加者　石倉・コメット、内廣、大山、岡本、勝山、香山、菅原、
山口（弘）、山田（と）、山田（ま）各メネット・特別メネット、
菅原会長、幡南次期会長

第６回入会祝賀会
Yサ・ユース委員　八　木　悠　祐

　５月 22 日（金）、プレノタートにて第６回入会祝賀会が開催
されました。
　今回お祝いされたのは、長谷川さん、饗場さん、椿森さんでした。
　スピーチでは、入会当初の心境と現在の思いを重ね合わせな
がらお話しいただきました。
　皆さん一様に、キャピタルクラブの意義や楽しさ、入会して
からの自己成長を感じていただいているようで、メンバーも笑
顔で頷いて満足そうに聞き入っていました。
　いつものことながら、テーブルごとに例会とは異なる雰囲気
で、仕事のこと、遊びのこと、クラブについてなど会話に花が
咲き、終始和やかな雰囲気でお開きとなりました。
　今期このような楽しい企画をしていただきました EMC 委員
会の皆様、ありがとうございました。

京都部次期地域奉仕環境事業委員長懇談会
Yサ・ユース委員　金　原　弘　明

　５月 25 日（月）、19 時より三条 YMCA 本館にて次期地域奉
仕環境事業委員長懇談会が開催され、幡南次期会長と共に出席
しました。懇談会には京都部の殆どのクラブが出席し、京都部
次期部長である京都クラブ高田様、次期地域奉仕環境事業主査
である東稜クラブ大槻様のご挨拶の後、順番に各クラブの出席
者の自己紹介と自クラブが行っている地域奉仕事業の発表が行
われました。
　私が会長の時にも感じましたが、各クラブ、本当に様々な地
域奉仕事業を行っており、その事業には各クラブの歴史とカ
ラーが色濃く映し出されていると改めて感じ、大変興味深く聞
き入りました。
　懇談会後には懇親会も開催され、クラブの垣根を超えた地域
奉仕事業を是非行って行きましょうと心を一つにした懇談会と
なりました。

おめでとうございます、吉井さん第２子誕生 !!

吉
よし

井
い

　歌
うた

子
こ
ちゃん　　平成 27年５月２日誕生

メッセージ　母親からもらった時間を彼女なりに生きてくれればそれでいいです。
それを近くで見守れる喜びを二人で楽しんでいこうと思ってます。

岡山クラブ 50 周年記念例会に参加
広報ブリテン委員　岡　本　尚　男

　５月 23 日（土）、13 時～ 17 時まで、岡山国際交流センター
で開催されました。３部構成で、１部は特別プログラムとして

「沢知恵コンサート」がスタート。シンガーソングライターと
して、様々な支援活動をしている沢知恵さんによるネパール地
震支援のためのコンサート。約 120 名余の参加者による募金。
　第２部は式典。岡山クラブ 50 年の歩みが語られ、「YMCA
せとうち」へ記念品贈呈と第１部での献金が捧げられて終了。
　第３部は立食による懇親会が開催されました。ただ一人設立
時から在籍の佐々木元理事メネットをはじめ、参加された理事、
元理事にも感謝の記念品が手渡され、参加していた仁科さんと
私も恩恵を受けました。この時間には東日本大震災支援金の募
金が行われました。
　半世紀の歴史を紡いだ岡山クラブは困難な時期を乗り越え、
これからの新しい時代に相応しい歴史を刻む事を石原康生会長
が述べられ定刻に終わりました。
　参加者　岡本、仁科・メネット
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聖句の解説　この聖句は単純明快に思える内容だが、実は深い意味があると思う。求めると与えられるというが、必ずしも
求めたものがそのまま与えられるとは書かれていない。「求めるものに良い物をくださるにちがいない」とある。求めれば何
かは与えられるのだ。また探したもの自体が見つかるとも書かれていない。見つかるものは別なものかもしれないのだ。し
かし探せば何かが見つかるのである。門をたたけば開かれる。しかし門を開けて見た世界が、自分が思い描いた世界とは限
らないのだ。しかし叩けば確かに門は開かれるのである。神様は確かに求めるものには何かを与えてくださる。与えられた
ものが、求めたものと違っていた場合でも、神様はそれを必要なものとして与えてくださり、求めた以上の物が与えられる
ことを信じ、常に神に求め続けていきたいと思う。
　ロジャー・ルーシー神父がニューヨークのリハビリテーション研究所の壁に残した有名な詩を読む時、特にそう思うので
ある。
　「大事をなそうとして力を与えてほしいと神に求めたのに、慎み深く従順であるようにと弱さを授かった。より偉大なこと
ができるようにと健康を求めたのに、より良きことができるようにと病弱を与えられた。幸せになろうとして富を求めたのに、
賢明であるようにと貧困を授かった。世の人々の賞賛を得ようとして権力を求めたのに、神の前にひざまずくようにと弱さ
を授かった。求めたものは一つとして与えられなかったが、願いはすべて聞きとどけられた。」

委　員　会　紹　介

三　役　会

会長　菅原　樅一
三役丸という素敵な帆船に乗せてもらって楽しく航海
させて頂きました。

副会長　石倉　　尚
まじめな会長を筆頭に、まじめな三役会を１年間でき
た事に感謝です！

副会長　山田　隆之
菅原会長　ご苦労様でした。楽しい１年でした。

書　記　八木　悠佑
業務連絡ばかりで申し訳ございませんでした。大変な
仕事は森書記にすべてお願いしちゃいました。一年間
ありがとうございました。

書　記　森　　繁樹
ダイエットできませんでした。次期頑張ります。

会　計　内田　雅彦
今期は菅原会長をはじめ、本当に楽しい期でした。

会　計　山口　　恵
今期会計をさせて頂きお金の動きから、クラブの事が
とても良く理解できました。大変勉強になりました。
有り難うございました。

YMCAオリエンテーション講座
日　時　６月10日（水）　19時～20時
場　所　京都YMCA　201号室
対　象　京都 YMCAに入会して１年以上の方で、定
款に定められた目的に賛同し、維持会員Bとなる志
のある方

内　容
１．京都YMCAの使命、日本YMCA基本原則につ

いて
２．京都YMCAの組織と事業について
３．会員活動について

申込方法
参加ご希望の方は事前にお名前を京都YMCAまで
ご連絡いただきます様お願いいたします。

ホタルのゆうべ
日　時　６月19日（金）　19時～21時30分　※雨天中止
場　所　京都YMCAリトリートセンター
参加費　おとな（中学生以上）　2,000円
　　　　小学生　1,500円　幼児無料
定　員　30名
申込締切　６月12日（金）

2015年度　京都YMCA会員協議会
日　時　６月26日（金）　19時～21時
場　所　京都YMCA　地階マナホール
出欠連絡　TEL（075）231－4388
　　　　　FAX（075）251－0970
E-mail　kyoto@ymcajapan.org
事前に出欠連絡を本部までいただけますと幸いです。左から山田（隆）・石倉・八木・菅原・森（繁）・内田・山口（恵）
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メ　　ン　山田　英樹　６月14日　　瀬本　純夫　６月17日
　　　　　幡南　　進　６月23日　　田中　升啓　６月28日
　　　　　八木　悠祐　６月29日
メネット　田中　淳子　６月８日　　大山　悠子　６月11日
コメット　石倉　　京　６月12日　　八木　茉耶　６月13日
　　　　　左近　遼太　６月28日

倉見　直樹・享子　ご夫妻　６月１日
長谷川幸昌・絵理　ご夫妻　６月３日
田中　雅博・淳子　ご夫妻　６月４日
安部　英彦・智子　ご夫妻　６月17日

〈西日本区・京都部報告〉　
「日本YMCA同盟東山荘100年募金」ご協力のお願い／第18回
西日本区大会西日本区理事杯チャリティーゴルフ

〈YMCA報告〉　
オリエンテーション（６月10日）

〈各事業委員会報告〉
・YMCAサービス・ユース事業委員会　

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／ネパール大震災緊急支援街頭募金（５月10
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）事業報告／募金の現況報告
・地域奉仕・環境事業委員会　

メタセコイヤフェスティバル（５月31日）の件／プルタブ・
エコキャップについて報告／献血協力者の確認（５月成分
献血：森繁樹さん２回）
・ドライバー事業委員会　

５月例会の報告ならびに６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）／６月第１例会

（松浦弘和氏、「皆さんに知っていただきたい児童養護施設
の現状」）／６月第２例会（引継例会）
・交流事業委員会　

STEP の件／ IBC 連絡の件／西日本区へ提出する交流事業
報告書の作成
・ファンド事業委員会　

５月実施ファンドの報告（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、大山ハムファンド、
名刺ファンド、音楽例会ドリンクファンド）／６月実施ファ
ンドの確認（６月お祝いファンド、ネットオークション・
わらしべ長者ファンドの品物の換金）
・広報・ブリテン事業委員会　

ブリテン５月号反省と６月号の骨子を確認。
・EMC事業委員会　

西日本区大会における EMC 表彰申請の報告／ EMC 事業
実施報告／今期事業出欠確認表の作成／第６回入会祝賀会
の報告
・メネット会　

メネット懇親会（５月23日土曜日）報告、メネット 10 名、
メン２名、コメット１名、計 13 名

〈その他〉　
AYC 委員会報告
第12回三役会　６月22日（月）19:00～　於：未定
第12回役員会　６月23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
　祝日の唯一無い月の６月、そろそろ梅雨入り秒読み開始のこ
の時期、皆様いかがお過ごしでしょうか？　早いもので今期
私共が担当させて頂きましたブリテンも今号でラストとなって
しまいました。皆様に記事依頼等でご協力頂
いたおかげで大きなトラブルもなく、左近次
期ブリテン委員長にバトンタッチできそうで
す。今期一緒に頑張ってきた饗場委員、岡本
委員、亀井委員、菅原会長にいっぱい助けて
もらったおかげで充実した期になりました！
　最後に今期のブリテン発行に際しご協力頂
いた全ての方にブリテン委員会一同心より感
謝致します。

広報・ブリテン委員長　安部　英彦

〈西日本区・京都部報告〉　
５月25日（月）次期地域奉仕環境事業委員長懇親会・懇談会

（於：京都 YMCA）　出席予定：幡南進次期会長、金原次期
委員長
６月７日（日）京都部評議会（於：ハートンホテル京都）　出席
予定：幡南進次期会長

〈YMCA報告〉　
リトセン準備ワーク、サバエワークの出欠確認について

〈三役報告〉　
年間スケジュール（案）の確定及び変更部分を確認
2015 ～ 2016 年度予算書（案）の確認

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

６月第一例会にてリトセン準備ワーク、サバエワーク（２
回）の出欠確認。／Yサアワー例会、一泊例会を検討。／125
周年募金は 130 周年募金として継続。
・地域奉仕・環境事業委員会　

SOは献金及びトーチウォークへの参加を計画。／ベテスダ
は支援の見直しを先方に確認。／ワイズデーはクラブとし
ての事業は行わない。／プルタブとエコキャップの収集、
次期は休止。
・ドライバー事業委員会　

メンバースピーチ中心の例会運営。／新年例会を全 18 クラ
ブ合同で開催を検討／花見例会は、４月２日又は９日にて
検討
・交流事業委員会　

DBC 事業は、花見例会に合わせて開催予定。／アジア地域大
会で東京クラブと台北アルファクラブとの交流会を計画。／
STEP 事業について、報告会を検討。
・ファンド事業委員会　

多彩な企画をもってファンド資金の確保を目指す。／目標
は108万円／10月第１例会にファンド例会を予定
・広報・ブリテン事業委員会　

メンバーコラム「私はこんな仕事をしています」を企画。
・EMC事業委員会　

３名増強、例会 200％、ノンドロップを目指す。／EMC 研
修会、リトセン準備ワークの前日から一泊を予定
・メネット会　

事業計画案を検討。
〈その他〉　

第４回次期三役会　６月16日（火）19:00～　於：石原
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　　　　

2015年５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11回　役員会議事録

HAPPY BIRTHDAY

HAPPY ANNIVERSARY

2015年５月21日（木）19:00～21:00
ウェスティン都ホテル京都　平安の間

第２回　次期役員会議事録


