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自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。
（ピリピの信徒への手紙

２章４節）

一年間よろしくお願いいたします。
京都部部長

今期、京都部の部長を拝命い
たしました、トゥービークラブ
の古田裕和です。よろしくお願いいたします。
今期の部長主題を「旬」（Shun）という、非
常に短い言葉としました。大まかな方針等は、
キャピタルクラブのブリテン７月号にも掲載し
ていただいていますので、読んでいただいてい
ると思います。いろいろな時、いろいろな場で
すごく煌めいている、すべてのワイズメンがそ
れぞれの関わりの中で常にそのような存在にな
れれば、そのような感じをイメージして考えた
主題です。特に部として行う事業はありません。
京都部18クラブがそれぞれのクラブの個性をま
たメンバーの個性を思いっきり生かしていただ

Youth
８月
Activities

在籍者数 27名
広義会員
1名
第一例会 26名
メネット
0名
第二例会 23名
メネット
0名
出 席 率 96.3％

切
手
現
金
累計切手
累計現金
Ｊ Ｗ Ｆ
ＪWＦ累計
ＥＦ累計

0ｇ
0円
0ｇ
0円
0円
0円
0円

古

田

裕

和

き、会長を中心に活動していただきたいと思っ
ています。
いろいろなことが、あると思いますが、「何
事も楽しもう」という姿勢で後ろ向きなことは
考えずにやっていきたいと思います。いろいろ
なところでキャピタルクラブのメンバーの方と
もお会いするでしょうが、「楽しんでる？」と
一声おかけください。
「すごく面白いし、めちゃ
くちゃ楽しんでまーす」と返事できるようにし
ておきます。
また、公式訪問でキャピタルクラブのメンバー
の方と交流できることを楽しみにしています。
よろしくお願いいたします。

国際においてユース・ワイズメンズクラブの設立が承認されました。できれば各
部単位で、実働するユースクラブの設立に向けアクションを起こして下さい。
ユースワイズメンは未来のワイズメン。ワイズと YMCA の夢と希望です。
高橋秀樹 YMCA サービス・ユース事業主任

第一例会 11,000円
第二例会 22,000円
累

計 33,000円

累

計

0円 献
血
成
分
累
計
0円 成分累計

0cc
0名
0cc
0名

第一例会
第二例会

3,439円
3,247円

累

6,686円

計
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年間強調目標

PR

友人・知人にワイズの活動を知ってもらおう。

山水 満広報 事業主 任

2005年７月15日（火）

於 ウエスティン都ホテル京都

総会議案満場一致で承認

め、メンバー一人一人の個性を活かし、他のメンバーの個性を

竹田新会長スタート

尊重し、理解しあえるクラブ作りを目指す、またそれぞれの活

勝山廣一郎
森常夫ドライバー委

動を通じて、YMCA をより身近なものとし、YMCA の理念
をより深く理解しましょう。と、挨拶の言葉とされました。
会食後、総会が始まり、議長に橋本眞一さんが選ばれ、定足

員長による司会で第一
例会が始まりました。

数の確認後、
第１号議案

2004〜2005年度

事業委員会、事業報告

梅雨の晴れ間のひと

第２号議案

2004〜2005年度

一般、特別会計決算報告

とき、竹田博和新会長
の溌剌とした声で、少

第３号議案
第４号議案

2005〜2006年度
2005〜2006年度

事業委員会、事業計画案
年間スケジュール案

し緊張した表情で開会

第５号議案

2005〜2006年度

一般、特別会計予算案

宣言、ならびに開会点
鐘にて始まりました。
今期の会長主題、「思いやる気持ち」を持って、クラブ運営を進

以上５件が一括審議され、満場一致で承認されました。
その後、HB、ニコニコ、YMCA の歌を斉唱し、閉会とな
りました。

2005年７月19日（火）

於 ウエスティン都ホテル京都
三役により常に新しい情報を入

キャピタルクラブ HP 開設
橋本

講師の森 伸二郎さん

力、更新してメンバーに伝達し
て行く管理者ページ、それぞれ

眞一

の運用面での注意事項が中心で

山口さんの進行により、竹田会
長初のフォーマル例会となった第

あった。
先ずはメンバーそれぞれが個

二例会は、冒頭会長より石倉さん

人情報の登録からのスタートと

が次期西日本区地域奉仕事業主任
に就任される旨の報告がありス

なる。メンバー全員がパソコン
を使いこなせている訳ではない

タートとなった。

ので難しいことも多いとは思う

本日は『キャピタルホームペー
ジの使い方と Web のビジネス活

が、何とかこの辺までの努力は
お願いしてスムーズな運用を期

用法』というテーマで、キャピタ

待したいものである。

柳直前会長に
感謝の写真額贈呈

ルホームページ開設に当り大変お
世話になっているプリンスクラブの森伸二郎さんをお招きして、

思い起こせば４年前に私が会
長をさせて頂いていた時に HP

メンバーの誰でもが情報発信出来るホームページとして、また

開設を目指そうとしたものの、今日まで手が付けられていなかっ

キャピタルクラブのコラボレーションツールとして使えるよう
にと、その使用方法について細かくご説明頂いた。

たことに多少の責任を感じていたが、何はともあれ京都部の中
でも一番遅れたことにはなるが、HP が開設されたことにホッ

誰でもが見られるページ、メンバーがそれぞれの ID とパス

としている次第である。

ワードを入力してログインするクラブメンバーだけのページ、

会長

竹田

博和

心のこもったメッセージが
披露さ れ自然に拍 手が起
こっておりました。さすが

れました。続いてパラグアイの民族楽器アルパの演奏です。ハー

岡本さん！

プの様な形で音色は琴のようでもあり、ラテンの陽気な音楽は
もとより日本の童謡などにもよく合い、一時癒しの世界へ入れ

参加者 仁科ご夫妻、森、
正子ダルマパーラン、山口

ました。思わず CD 買ってしまいました。

メネット、竹田

また祝電の披露では、我がキャピタルクラブの岡本さんより
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‥

小雨の降る７月３日、蒲生野ワイズメンズクラブ15周年記念
例会がホテルニューオウミにて開催されました。
総勢117名の参加がある中、YMCA にカヌー２艇が寄贈さ

あなたの第二の人生は？
森

常夫
百名山に登りたい

第二の人生とは何か何をするのか自分に問えば益々わからなくなる。わが事業も後継者難で先行き不安な
状態ですが、事業を他人に譲る事だけは決めています。13名の従業員と120名余の内職の方々、専属工場等
守る為にも実行せねばなりません。事業譲渡が出来たら好きな山登りに時間を使いたいと思います。今引き
受けています公職をまず手放して、ふるさとで農業を営みたいとも考えます。その前に多くの関門をクリヤー
しなければなりません。その時期は70歳までに解決しておかなければなりません。元気な時に百名山登山を
決行しなければチャンスは二度と来ません。銀行に M＆ A 登録済みですので、よき経営者が現れることを
神に祈ります。
又、二人の娘も自分の道を歩み始めましたので、少しは気楽に物事を考える余裕も出来ました。

村田深砂子
第２の人生

〜第３の人生〜

第２の人生…本当なら歳を重ねて夫婦で縁側に座りながらお茶を、と言うところですが、早々と結婚した
のに早々と未亡人となり、楽しい３食昼寝付を満喫するまもなく第２の人生は早々と終了しました。今は第
３の人生に向けて、黙々？ と働いている毎日です。子供たちが無事成人すれば第３の人生で縁側に座りな
がらお茶（お酒？）飲む相手をさがしてみようかと…。相手みつからなければモンゴルに行って羊飼いもい
いなぁ……。

山口

雅也
いちびったオジンになりたい

現在38歳なので20年〜25年後くらいが第二の人生の始まりかもしれないが、たぶんその頃もまだ仕事を続
けてやっていると思う。自らが受け持つ仕事の内容は今とは全く違った内容になっていくと思うが、後進の
人たちを上手く育てて活躍できるようサポートしてやれる立場になっていれば満足です。
30歳くらいのときは早く仕事を引退して年をとったら田舎暮らしで畑を耕したりとかも考えたが、自分は
どちらかというと音楽を聴いたり、絵画や映画などいろいろな芸術に触れられる生活がしてみたいと思って
いる。そして元気なうちにいろいろな世界を見て、体験したい。
家内とも旅行らしい旅行もしたことがないので、２シーターのスポーツカーかハーレーのバイクでツーリ
ングをするなどいちびったオジンになるのが夢です。
息子一人と娘二人がそれぞれ無事所帯をもつことができたら、毎年、盆と正月は一族が全部集まって飯を
食って酒を酌み交わす、そんな楽しみを享受できれば何も言うことはない。
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HAPPY BIRTHDAY
メネット
泉

8. 2

石村しのぶ

8. 28

岡村

橋本佐恵子

8. 18

山田

8. 26

コメット
岡村

8. 2

胡桃

大輔

HAPPY ANNIVERSARY
8. 28

８月・９月予定抄
部長公式訪問

HB／HA

８月２日（火）

第１例会

８月７日（日）
８月20日（土）

ウエルクラブチャーターナイト
第２例会 納涼例会 天竺

８月20日（土）

二次会

むうじゅ

役 員 会

９月４日（日） リトセン秋の準備ワーク
９月９日（金）ころ予定
ホームビジット
９月11日（日）

京都部会

９月20日（火）
９月24日（土）

第２例会 HB／HA
ふれあい広場 ブルーメの丘

９月27日（火）

役 員 会

全日空ホテル

もう一つの Digital Divide
熊本ジェーンズ

コラム委員

小川祐一郎

数年前のアメリカ合衆国商務省の発表に「Digital Divide
（デジタル デイバイド）」という言葉が使われた。もちろん、
造語である。情報を持つ者と、そうでない者の格差を意味す
る。私は、もう一つの Digital Divide を考えてみた。もちろ
ん、どの雑誌にも載っていないことで、私が独断で考えたこ
とである。コンピューターを使った情報交換が、より活発に
なると、それらの情報を受け取り、自分に適した情報を選ぶ
ための能力が要求される。情報機器は道具であり、情報を送
受信するのは人間である。したがって、送られてきた情報は、
ある一定の基準に達していないと、篩にかけられて、破棄さ
れてしまう可能性がある。自分に適した情報を受け取るとい
うのは、確かに理想である。情報を送る側は、それを受け取
る人に受け入れられるためのある一定の基準に達した情報を
準備することが必要となる。それは、ルールやマナーという
ものではなく、人に受け入れられるための知的なものである。
Digital Divide というより、Digital Discrimination といえる
かもしれない。情報を持つ者と持たない者の格差もあるが、
人に受け入れられるための情報を送る者とそうでない者との
格差である。そうした議論が必要かどうかはわからないが、
多くの分野において、価値観が多様化すると、標準化や客観
化の動きがあるのは事実である。医療における OSCE や EBM、
工業や農業産品における ISO がそれである。
‥

（2002 8 №181 熊本ジェーンズクラブブリテンより）
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＜報告事項＞
西日本区
アジア地域大会 ８月26日〜28日／韓国ソウル市
地域奉仕事業研修会
７月31日（日）／パークサイドビル（北九州市）
京 都 部
京都部会
９月11日（日）／全日空ホテル／開会 17 00
京都ウエルクラブチャーターナイト
８月７日（日）／平安会館／登録費 8,000円
京都部 EMC 交流会
８月20日（土）／全日空ホテル
次期京都部ファンド事業主査輩出依頼
三 役 会
会則について（名称等）
EMC 委員会を中心にお願いする。
副委員長・担当三役
役割分担
三 役 会・役 員 会
役割分担
YMCA
リトセン秋の準備ワーク ９月４日
（日）
国際協力チャリティー映画会『ガラスのうさぎ』
７月30日（土）・31日（日）／京都教育文化センター
「平和の集いへの参加」のお誘い
学生を対象としたインドツアーが今年は集まらず中止
＜各事業委員会報告＞
Yサ・ユース
ボランティアビューロー手話講座支援
地域奉仕
ふれあい広場 内容報告
ファンド
クラブジャンパーの販売・ファンド通販の実施
交
流
DBC 交流 ２月25日（土）〜26日（日）
Ｅ Ｍ Ｃ
会則改正・メンバー増強 各委員会一人
メネット
８月第一例会でメネット会費を集めます。
＜審議事項＞
会則改正委員会設置の件
メンバー 堀・勝山・菅原・岡本・柳
承認
ボランティアビューロー手話講座２万円
支援
承認
次期京都部ファンド事業主査輩出の件
柳慎司さんを推挙
承認
‥

８月23日（火）

00

‥

８月20日（土） 京都 EMC 交流会 全日空ホテル
８月20日（土）21日（日） サバエキャンプ

2005年７月26日（火）19 00〜21
ウエスティン都ホテル京都

‥

尚男・ 都 ご夫妻

第４回 役員会議事録
‥

岡本

聖句の解説
他の人の助けとなるうちに、それまで心をとらえていた
問題がいつの間にかなくなっているということがあります。
私たちはさまざまなことで他の人の役に立つことができ
ます。
どんな小さなことでもいいですから、無理なくできるこ
とから始めましょう。

