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第23巻 第５号 通巻268号

私たちの主イエス・キリストの父なる神、慈愛の父、すべての慰めの神がほめたたえられ
ますように。神は、どのような苦しみのときにも、私たちを慰めてくださいます。こうして、
私たちも、自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人も慰める
事ができるのです。 （コリントの信徒への手紙２ １章３～４節）

11月
Public
Relations
Wellness

みんなで「ワイズの活動を広報しよう」
山水満広報事業主任

10
在籍者数 27名
広義会員 1名
第一例会 28名
メネット 1名
ゲ ス ト 1名
特別メネット 1名
第二例会 21名
出 席 率 100％

切 手 0ｇ
現 金 0円
累計切手 0ｇ
累計現金 0円
Ｊ Ｗ Ｆ 0円
ＪWＦ累計 0円
ＥＦ累計 0円

第一例会 31,000円
第二例会 4,000円

累 計 108,000円

598,175円

累 計 793,587円

献 血 0cc
成 分 0名
累 計 0cc
成分累計 0名

第一例会 3,351円
第二例会 3,193円

累 計 18,964円

ファンド委員長…って

ファンド委員長 村 田 深砂子

入会して、まだ２年目。ある日、竹
田会長より次期ファンド委員長に任命？

され「いったい何をすれば？」の問いに「あなたの得意
な事」と言われ、右も左もわからないままスタートしま
した。「目標800,000円の資金を確保する！」を掲げ「コ
ツコツとさりげなく」をモットーに日夜取り組んでおり
ます。

メンバーの協力を得て、スタートより４ケ月目で
￥793,587達成する事ができました。あと￥6,413獲得に
向け「コツコツとさりげなく」頑張って参ります。

８月には、焼酎とコーヒー豆の販売（他クラブの方に
もご協力頂きました！）。

クラブジャンパーの販売、９月には「中秋の名月にお
月見団子！」（すすき取りに行くの大変でした）をファ
ンド委員で手分けして配達（??? なぜ社員旅行??? の方
も３日後の団子のお味は…）。メンバーの健康を考え？

「卓球大会」を実施。優勝賞品「松茸」に夢中！ 10月に
はご存知の通り「じゃがいもファンド」、新入会員の歓
迎会等々「キャピタルファンド通販」を作りアピールし
ながらメーカーや飲食店様の協力を得て「無から有」を
築きあげております。

又、１年を通じて「プレゼントファンド」を実施。メ
ンバーに代わって、ご家族の方の誕生日には、ケーキや
お花を持って♪ハッピーバースディを合唱！ 結婚記念
日には♪おめでとうございま～す！ とケーキ、お花の
配達！ メンバーの皆様にご注文いただきご自宅の軒先
で騒いでおります!? 少し恥ずかしそうにされていま
すがきっと喜んで頂いていると信じております。残り８
ケ月当初に決めた計画をきっちりとできるよう益々頑張っ
て参ります！

皆様、これからもご協力宜しくお願い申し上げます。
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2005年10月４日（火）
於 ウエスティン都ホテル京都

彼こそワイズだぜ

大門 和彦

久し振りの入会式！
待ちに待った新入会員！

今回は私の高校時代の
後輩、吉井君です。

昨年、私が「母校のク
ラブチームを立ち上げる」
と啖呵をきって始めた社
会人野球チーム、私は殆
ど何もせず、手続きや事
務作業を文句も言わず先
頭になってやってくれた
のが吉井君でした。

そんな彼の姿をみて「彼こそ、ワイズだぜ！」と思い、その
瞬間に半ば強引（?）にゲストとして誘っていました。多くのメ
ンバーの迎接があり彼もやる気になったのでしょう。

堀 EMC 委員長のもと、全員出席！ いつに無く厳粛に行わ
れた入会式は吉井君はもちろん、メンバー全員が、今後のキャ
ピタルクラブの姿を見たのではないでしょうか？

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10月18日（火）
於 ウエスティン都ホテル京都

久保田展史主事

トン数の謂れはワインの樽を叩く音から?!

柳 慎司

すっかり板についています竹田会長のご
挨拶、本日は船の大きさを表すｔ数表示の
言われについて…何やらその昔ボルドーワ
インを船で輸送する事から始まり、またワ
イン樽をトントンと叩く事から、ｔ数表示
になったと言う事です。会長自身一級船舶
の免許所持者で、クルーザーのオーナーで
あるのでこのところ、船に纏わる話は恒例
となっており、楽しみにしております。

現在会員数27 t、第一例会で 井さんが
入会され、先ずは 1 t の増強…。当クラブとしてもいち早く40
t クラスを達成し、いずれは50 t クラスの大型クルーザーを目
指そうと締め括くられました。

委員会報告では仁科交流事業委員長から、11月に来日される
釜山ベゼルクラブとの交流日程の案内と村田ファンド委員長か
らは、ジャガイモファンドのお礼、来月のファンドオークショ
ン例会の協力要請、そして早くも予算達成間近の報告にはメン
バーから驚愕の声…。

食前感謝、こちらもすっかり板についている瀬本牧師？。私
自身入会以来食前に「アーメン」ということはどうも違和感が
あるのですが、代わりに「頂きます」といって、食に対する感
謝の気持ちは例会のみならず、今では家庭でも外食でも忘れた
事はありません。

本日の講演は京都 YMCA ウエルネス事業部部長久保田展史
様から「病気を持った子供達のキャンプ」と題し、ご講演を頂
きました。

先ずは、御自身の YMCA との出会いから話され、続いてス
ライドを通して、病院訪問「ギブ・キッズ・ザドリーム」の説
明、京都府立医大の小児病棟を訪問し、YMCA リーダーと重
病とされる子供達と毎月一回実施されるふれあいのプログラム
と、年一回の子供コンサートの様子を拝見しました。また、今
年で３年目となるサバエキャンプ場での「青い空と白い雲のキャ
ンプ」は、当初医療関係者からは不可能とされていた、野外で
の重病の子供達とのふれあい活動（熱気球・水辺での遊び）で
す。医大の先生方やワイズメンを交えたサバエキャンプ場での
ボランティア活動を初めて知ることが出来ました。それにして
も、あのスライドに写っている子供達の笑顔、本当に重病なの
か疑ってしまいます。あの笑顔が見られるなら…と感じたのは
私だけではなかったと思います。

最後に当クラブより大山Yサ委員長から病児キャンプへ協賛
金の贈呈が行われました。

EMC 委員長 堀 一行

今年度５名のメンバー増強を目標にかかげてスタートしまし
たが、年度、第１号の新メンバーを、大門和彦君のスポンサー
で、10月の第１例会で迎えることが出来ました。京都部の各ク
ラブでも又、西日本区の各クラブでも、メンバーの減少傾向が
続くなか、どのクラブでもメンバー増強は至上命題となってい
ます。我がキャピタルクラブでも、22年前に41名でスタートし
たのですが、その間、エイブルクラブとトップスクラブをスポ
ンサーしたものの、その後チャーター時のメンバー数をこえる
ことは一度もありませんでした。

この発足時のメンバー数をクリアーすることが当面の目標で
すが、メンバーの世代の年令幅が大きくなる現在、この目標を
達成するには大変な努力が必要かと思われます。

そのような中で新メンバー吉井崇人君の入会、そして歓迎会
が10月14日開催されました。吉井君は現在24歳、もちろん当ク
ラブの最も若いメンバーです。最年長メンバー72歳から最年少
メンバー24歳までどのように融合してクラブ運営がなされるか
が課題でもあり、楽しみでもあります。

新しいメンバーを迎える歓迎会も定着し、今回は18名の出席
でした。旅館「中原」
で、秋の気配を感じ
ながら、今シーズン
はじめての鍋をつつ
いて大いにもりあが
りました。

目標の５名増強ま
で何度かこのような
歓迎会が出来ること
を願っています。

井 崇人 YOSHII TAKAHITO

紹 介 者

‥

大門 和彦

生年月日

‥

1981年２月11日

自 宅

‥

〒611-0011
宇治市五ヶ庄日皆田35-12

電話･FAX
‥

0774－33－3117

勤 務 先
‥

ヨシイフォトスタジオ

住 所

‥

〒611-0011 宇治市五ヶ庄日皆田35-12

電話･FAX

‥

0774－33－3117

血 液 型

‥

Ｂ型

趣 味

‥

野球・ボクシング

モットー
‥

楽しみ８割 真剣２割

未婚 法華宗

年間強調目標 PR
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聖句の解説 神様は苦しみの中にいる私たちを慰めてく
ださる方です。

それはご自身が苦しみを知っておられるからです。
私たちも苦しんでいる人を慰めることができます。同じ

ように苦しんでいる人の痛みがわかります。苦しんでいる
人に寄り添って耳を傾け、語ることによって、痛みを和ら
げることができます。

３クラブ

交流事業委員長 仁科 保雄

いよいよ秋の色濃くリトリートセンターも、夜はかなり冷え
込む時期を迎えた10月22日、23日の両日、YMCA サービスに
ついて各クラブより、この事業にかかわる委員長はじめクラブ
会長が一堂に会して、YMCA に対する熱い思いを語り合い互
いに勉強しあう素晴らしい企画が実行されました。

出席は京都クラブ、京都ウイングクラブ、京都キャピタルク
ラブの３クラブで26名の出席者があり、キャピタルクラブから

は竹田会長、大山Ｙサ委員長、堀ＥＭＣ委員長、山田（英）Y・
サ委員、仁科の６名が出席いたしました。

弁当による会食に始まりその時点から熱心な話が出かけてき
ましたが、とりあえず食事を終わり新研修棟でそれぞれのクラ
ブより意見の発表がありました。YMCA の奉仕をどのように
考えているのか、またどのように事業を展開しているのか、昔
のY・サ事業の歴史なども織り交ぜ、リトセンへの奉仕が各ク
ラブによく浸透しており、京都部の各クラブが各自のカラーを
出した奉仕を行っていることが、発表されました。

またリトセンだけでなくサバエキャンプ場の整備、ウイング
クラブは久曽キャンプ場への奉仕を熱っぽく語っておられまし
た。全てのクラブが何か、また何処かで YMCA へのかかわり
をもち活動されていることを聞かせていただき人的、金銭的な
バランスの取れた支援が、今後も必要とされていることを、私
のみならず全員が感じられたことと思います。

これからもみんなが YMCA の事業に参画し、何かのかかわ
りをもって活動していけば、ワイズの奉仕活動の本質を知るこ
とができるように感じました。

あなたの第二の人生は？
石倉 尚

ゆったりと…
人生･･･この世に生を受けて46年と８ケ月、今までまわりにはいろいろな人、親、兄弟、友達、先生、ワイズメンがいた。
幼少期～青年期まで親元で暮らし、就職し結婚し子どもが産まれ父親にもなった。あとは、子どもが独立し結婚し孫ができるのか…

「私の第二の人生」は、いつ始まるのか？
いつからかわからないが、今と違うとなれば、仕事をリタイヤし、孫がいる頃からが「第二の人生」なのか。それならば、私の「第

二の人生」は、時間に追われることもなく毎日がゆったりと流れ、まわりには同じようにゆったりとした時間をもつ人がいる。ゆっく
りと視野を拡げて物事を見、聞き、考え、語らい、感じられるようになっていたらいいなぁ～と思う。

ＰＳ．それまでに手に入れておかなければならないもの バイク・船・ログハウス… etc

岡村 直人
とにかく、ゆっくりと過ごしたい…

南の島、沖縄にでも別荘でも買って、時間を忘れて青い海でも眺めながらぼーっと過ごす。
子供達が、孫を連れてたまにやって来る ! ! 友人達が、家族を連れてやってくる…。
私には、３人の子供がおりますが、とにかく兄弟仲良くしてほしいって願っております。それぞれ助けあって、幸せな結婚をして、

早く孫の顔でも見たいもんです。
孫を抱いて青い海の海岸を散歩…。私の第二の人生のスタートです。

山田 英樹
『病院に行こう』から始まった ?!

平成９年の初夏の事です。ふとしたきっかけで体調不良を感じた私は、妻にせきたてられるように病院の門をたたきました。
症状を説明する私の話に耳を傾ける内科医の先生。あわてて翌日写した内視鏡にいきなりの大きな腫瘍が…。その場を取り繕うよう

な先生の『大腸潰瘍です』との診断。
能天気な私は家に帰って『家庭の医学』で大腸潰瘍を検索、検索。
もちろんそんな病気があるわけもなく、『大腸潰瘍は載ってないなあ』とつぶやく私に、横から妻が『大丈夫、載ってない位のなんで

もない病気やねんて』と笑顔の一言。
女性は強し、実はそのときすでに彼女には医者から『進行ガンと思われます。準備を始めてください』との宣告済み。
平成９年の夏は私の人生の大きな転機となりました。
家族・親類・縁者を巻き込んでの大騒動。仕事も予定ももちろんすべて吹っ飛んで、毎日涙と溜息の日々。
でも我が事ながら不思議なもので、しばらく思い悩むと人間その境遇にも飽きがくるのか？ 思い悩んでいても何一つ良い事がない

という事に思い当たります。無論元来の性格が楽天的なのでしょうが、そうなると後はひたすらポジティブシンキング。常に前向きです。
この夏で丸８年が経過しました。人より早く天に召される確率は依然として高いのかもしれませんが、くよくよしていても始まりま

せん。
幸運にめぐまれ今ここにいる事に素直に感謝です。
病気らしい病気をしたこともなく、それまで病院とは縁遠い生活を送っていた私にとって『病院に行こう』というその行為さえも今

となっては不思議な偶然を感じます。
私の第二の人生はやはりあのときに少しだけ人より早く始まったような気がします。



じゃがいもファンド無事終了
菅原 樅一

10月９日（日）の早朝６時、京都リサーチパーク前に村田ファ
ンド委員長を中心にメンバーが勢ぞろい。北海道から届いた97
5箱のじゃがいもと165箱のかぼちゃを、大型トラックから１箱
ずつおろし、何台かのトラックなどを使って、市内一円の購入
申込者へ配送する。

引取の方も予定どおり来られ、８時前には作業を完了しまし
た。皆様おつかれさまでした。

当日の夕飯に、さっそく息子
と一緒に肉じゃがを作って、北
海道の味を楽しみました。今年
は、じゃがいもも、又、かぼちゃ
もとくに甘味があって、たいへ
んおいしいと感じられました。

来年も皆様のご協力をお願い
申し上げます。

瀬本 純夫

10月10日体育の日に、伏見区のベテスダの家にてベテスダ祭
りが開催されました。キャピタルの面々は朝の９時にはほぼ揃
い、今年の担当である、イカ焼き、焼きそば、ラーメン、飲み
物販売の準備をスムーズ、且つ和やかに着々と進めていきまし
た。若干のトラブルがあったにもかかわらず、予定の10時30分
のスタートには準備万端整い（?）それぞれが、委員長の指示の
もと持ち場で販売開始です。

大勢の人がそれぞれのブースに列を作り、チケットと引き換
えに思い思いのものを食べて、賑やかな時間が過ぎていきまし
た。メンバーは火傷をしながら、汗をかきながら、ビールを片
手にと全員が精一杯、また、楽しく過ごせたと思います。いか
焼き隊は予定数を大幅に過ぎても、注文が後を絶たず、最後の
最後まで焼き続けてました。何はともあれ、多少の雨模様なが
ら、無事終了できて良かったです。山田委員長、ご苦労様でし
た。前日のジャガイモに続いての事業でしたが、多くのメンバー
の参加がありとてもよい時間だったと思います。

参加メンバーは、石倉、石村、内廣、内廣嘉子、内廣コメッ
ト２、岡島、岡村、岡村
コメット、田中、仁科、
仁科節子、堀明美、村田、
森、八木、柳、柳早知子、
山田（隆）、山田まゆみ、
山田（英）、山田とも子･
山田（英）コメット２、
山口弘子、正子・ダルマ
パーラン、瀬本でした。

メンバー

大山 孜郎 11. 28
コメット

岡村 茜 11. 1 山田 奈未 11. 16
香山 紫保 11. 17

平岩 眞治・ふみ子 ご夫妻 11. 3
香山 章治・慶 子 ご夫妻 11. 12
柳 慎司・早知子 ご夫妻 11. 18
仁科 保雄・節 子 ご夫妻 11. 25

11月１日（火） 第１例会 HB／HA
11月６日（日） 国際協力街頭募金
11月13日（日） リトセンオータムフェスタ
11月15日（火） 第２例会
11月22日（火） 役 員 会
12月６日（火） 第１例会 HB／HA
12月23日（祝） クリスマス例会
12月20日（火） 役 員 会

＜報告事項＞
西日本区

ＢＦ代表応募について
Ｙサ・ユース事業資金申請の案内

三 役 会
吉井崇人さん 委員会配属
クリスマス PT 委員長 瀬本純夫

ＹＭＣＡ
チャリティーランの委員会スタート
オータムフェスタのご依頼
10月27日 ボランティアセミナー
10月28日 スリランカボランティア報告会
10月28日～30日 YMCA 大会（東山荘）
10月29日～30日 御所24時間ラン
10月30日 専門学校学園祭
11月６日 国際協力募金キャンペーン 街頭募金
11月18日 世界 YMCA・YWCA 合同祈祷週のつどい
京都 YMCA 史発刊（購入のお願い

‥

4,000円）
12月 クリスマス献金

＜各事業委員会報告＞
Ｙサ･ユース

10月22日23日 一泊合同勉強会報告
11月13日リトセンオータムフェスタ
フーロカール 紅茶販売の件

地域奉仕
ふれあい広場報告 ベテスダ祭り報告

ドライバー
11月第１例会 ファンドオークション
11月第２例会 西陣今昔 松尾弘子様

ブリテン
ヘッド 村田さん
10月第１例会 大門さん
10月第２例会 柳さん

ファンド
ジャガイモ報告 オークション例会

交 流
ベゼルクラブ訪問日程報告

Ｅ Ｍ Ｃ
会員候補推薦を再度依頼

次々期会長選考委員会 山田隆之さん
クリスマス PT 委員長 瀬本純夫
＜審議事項＞

次々期会長 山田隆之さん 承認
吉井崇人さん委員会配属
ドライバー委員会 承認
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HAPPY BIRTHDAY

HAPPY ANNIVERSARY

11月・12月予定抄

第７回 役員会議事録
2005年10月25日（火）19

‥

00～21

‥

00
ウエスティン都ホテル京都

びわこ部会に参加
10月２日ウエルサンピア滋賀で開催された標記の部会に出席

しました。
福井達雨止揚学園理事長の「弱

いことって素敵やな」という講演
に深い感動を覚えました。

33クラブ、170名余の方が出席
され盛会でした。

竹田会長、仁科夫妻、岡本が出
席。


