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１月 IBC･DBC
IBC 交流が冬眠状態なら、まず近況報告をしあいましょう。

DBC の交流プログラムを提案しましょう。
服部庄三交流事業主任

12
在籍者数 26名
広義会員 1名
第一例会 22名
第二例会 24名
メネット 14名
ゲ ス ト 1名
特別メネット 1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 5,000円
第二例会 0円

累 計 113,000円

0円

累 計 875,539円

献 血 0cc
成 分 0名
累 計 0cc
成分累計 0名

第一例会 2,326円
第二例会 19,356円

累 計 44,980円

最後に、兄弟たち。すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、
すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、そのほか徳と言われ
ること、称賛に値することがあるならば、そのようなことを心に留めなさい。

（ピリピの信徒への手紙 ４章８節）

人を「優しく思いやる気持ち」を持続しよう

会 長 竹 田 博 和

新年明けましておめでとうござ
います。

今年は戌年です。我が家にも今年で９年目にな
る愛犬がおります。この犬、実は私の工場の前に
捨てられていたいわゆる捨て犬です。家に持ち帰っ
たところ、上の娘が「保健所に持って行くのはか
わいそう。うちで飼って」と訴え、犬なんてまさ
か飼うという心構えもなしに突然やってきました。

最初はぬいぐるみのようにかわいがっていた子
犬も、時が経つにつれて「ぬいぐるみ」ではなく
なり、ごく普通の犬に成長しました。いつの間に
か娘の犬に対する関心も失せて、今は毎日散歩に
連れて行くのは専ら私の仕事となりました。

このように、形ある物、生きている物は必ず変
わりゆくものです。私の家族にしましてもそれな

りに若かった嫁も年を取り、態度もかなり大きく
なり…。生まれたときは天使のようにかわいかっ
た娘も反抗期を迎え、口を開けば「おこずかいちょ
うだい」としか言わない有様。家族の形もずいぶ
ん変わりました。

そんな中で、妻や娘、息子、友人に一番最初に
抱いた「優しい、おもいやる気持ち」が、いつの
間にか忘れているのではないでしょうか。人の外
観や心も日々変化していくものではあります。

そのような中、変わらず他の人を「おもいやる
気持ち」を持ち続けることは並大抵のことではあ
りませんが、新しい年を迎えるに当たってそのこ
とを大切にしていきたく、あと半期よろしくお願
い致します。
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2005年12月６日（火）
於 ウエスティン都ホテル京都

山本隆司立命館大学政策科学部教授
～プロフィール ～

民法学を専攻し、契約法・不法行為法を主な研究分野とする。

内容として、医事法（医療事故に際しての医師・医療機関の責任

問題）、消費者法（消費者取引・消費者信用に関する法律問題）、

公害・製造物責任法など

あなたも裁判所へ

八木 悠祐

竹田会長の点鐘、挨拶で開催されま

した。冒頭の会長挨拶の中で、平岩さ

んの11月末での退会が報告されました。

会長のほうから重ねての新会員増強の

お願いがありました。

会食の後、立命館大学政策科学部の

山本隆司教授に「あなたも裁判所へ !」

というタイトルで、2009年までにスタートされる裁判員制度に

ついて講演いただきました。

アメリカでのブッシュ大統領が陪審員に呼び出されたという

例を交えながら、大変分かりやすく裁判員制度をご説明いただ

きました。

ただ、アメリカやヨーロッパ諸国では、歴史的背景や宗教文

化などの背景から、国民の義務として発展して、いまの陪審員

制が行われていますが、日本では裁判に親しんでもらうといっ

たあいまいな説明の下、実施されようとしていることに何か不

安を覚えました。

自分が無作為に裁判員に選ばれたことを想像すると、人の人

生を左右する判断を下すのが辛いと感じると思いました。

とにかく、いろいろなことを考えさせられる講演で、大変意

義のある例会となりました。

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12月23日（金）
於 ウエスティン都ホテル京都

岡村さんも元気に出席

12月23日は前日の大雪で文字通りホワイトクリスマスになり

ました。

神﨑総主事の X'mas の説明、樅の木のトップの星のお話、

プレゼントの話とクリスマスの由来を聞かせていただき、改め

て勉強させて頂きました。

今年もマゴメットを含め８人で楽しみました。今年で５回目

になり孫達も毎年楽しみにしています。

最初の年は４人の孫でしたが今では５人

になっています。

去年までは祭り好きの娘たちはアンパ

ンマン、ドレミちゃん、サンタクロース

等手作りの衣装で参加していましたが、

今年は普通の服装で出席しましたが普通

の服装が私には仮装しているように見え

る孫達です。

プログラムも進み、コメットの一番楽

しみにしているプレゼントになり竹田会

長サンタ、菅原トナカイに家の子供は怖いやら、嬉しいやら大

喜びでした。

メンの爆弾リレー？ゲーム、メネットのスリムになろう？ゲー

ムなど楽しいプログラムを企画していただき、あっという間の

３時間が過ぎました。

恒例の抽選会はホテルよりプレゼントのデラックスルームペ

アー宿泊券を接戦のうえ、大門次期会長

がゲット。おめでとうございました。

PT委員の皆様ありがとうございまし

た。そして早くも竹田会長の半期が終わっ

た例会でした。

子どもたち、孫たちが大ハッスル
大石 幸夫

年間強調目標 PR
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あなたの第二の人生は？

岡本 尚男

過ぎ去った「第２の人生」

「第２の人生」という言い方はいつ頃から始まったのだろう。多分サラリーマンが終身雇用の枠組から定年
退職して無職となり、ありあまる時間の過ごし方を指したのだろうと推測する。即ち、転職も含めての新し
い生き方を言うのだろうと思う。

振りかえってみると、私は終戦後満州から引揚げるまでの１年間、極寒の中で豆腐売りをし、中学校１年
のときに父と死別してから、母が始めた八百屋を手伝い家計の足しにした。病気をして６年がかりで高校を
卒業した年、母が病気で働けなくなった。

その年、やっと見つけた仕事で１ヶ月分の給料を貰ったが辞めた。自分に合わなかったからである。そし
て、今の仕事を創業した。売上目標は、その給料の額であった。私の社会的価値はその程度であり、それで
母と妹を養うしかなかった。

そのとき、転職したことは既に「第２の人生」にステップを踏み出したことになる。それから48年になる。
殆ど子どもの頃から働きづめに働いていたことになる。

３年前からは体力、気力、進取の意気込み、時代の変革に挑戦する才覚は、私の意欲とは別次元のものが
必要となったことを自覚して、会社の第一線から身を引いた。

必死に働いてきたことから距離をおき、今までの社会的責任を果たしつつ、心身ともに身丈に合った生き
方で人生を全うすることが、このテーマに応えることになるだろう。それが私の人生だったと。

仁科 保雄

第二の人生ってなに？

自分の人生を振り返って今までずっと同じ感覚で63年をすごしてきたような気がしています。
この世に生を受けて親に育てられそして学業を終わり、それぞれが会社に、また私のように家業を継ぎ一

社会人として独立し、自分の家族を形成ながらこの社会の一員としての自覚を持ってすごしてきました。
自分の家業を継ぐ人間と、会社の社員として過ごしてこられた人との大きな違いがあることはものの考え

方や行動でよく分かります。
私の場合は定年退職がなく、いつも第一線で働けることを喜びとして仕事に従事してきましたが、今の年

齢に達したとき、やはり自分では頑張っているつもりでも現状を良く見つめてみると、見積や図面作成など
すべて二人の子供たちにゆだね、ただ黙々と仕事をこなす一昔前の自分を思い出します。

ふと気が付いて楽になったなぁの思いと、今まで家内と二人で仕事を切り回し、寝る間の無かった頃を懐
かしく思い出し、今の自分が何不自由なく仕事や趣味に毎日を過ごせることを思ったとき、今が世間で言わ
れる第二の人生が始まっているのかと思うことがあります。

親は早くなくなりましたが今は家内と子供たちや孫たちに囲まれ、周りには私の妹や従兄弟、義兄弟が、
そして心から話せる友人がたくさんいて、こんなことがずっと続いてきた私の一生は最高の生き方をしてき
ているのだといまさらながら感じています。

12月26日 EMC 委員会・ファンド委員会共同主催により、先

斗町『招月庵』にて忘年会がにぎやかに行われました。あー、

今年も一年が終わるのか…。早いなぁ～から始まり、時間がた

つにつれ参加者は席を移動しはじめ、ワイワイガヤガヤワイ

ズ談。

EMC 委員長堀さんのメンバー増強の熱い話を聞きながら

真面目な話をし、また酒がすすむうちにまた話題がそれての

繰り返し…。とにかく飲んで食べてしゃべりっぱなしで、皆

様元気やなーとつくづく思いました。

気がつけば予定終了時刻をはるかにオーバー。最後に石倉

次期西日本地域奉仕事業主任の一本締めで終わりました。そ

して二次会へ…皆様遅くまで御苦労様でした。

出席

‥

石倉、石村、内廣、内廣メネット、岡島、岡本、勝山、

香山、瀬本、大門、竹田、堀、村田、森、八木、柳、山田隆之、

山田英樹

香 山 章 治



メンバー

村田深砂子 1. 24 仁科 保雄 1. 31

コメット

山口 遼子 1. 5 山田 遥加 1. 10

大門 皆斗 1. 26 神﨑あいみ 1. 31

１月７日（土） 新年例会

１月17日（火） 半期総会 ＨＢ／ＨＡ

１月24日（火） 役 員 会

１月29日（日） チャリティーボウリング大会

２月７日（火） 第１例会

２月21日（火） 第２例会

２月25日（土） チャリティーコンサート

２月25日（土） 東京クラブ75周年記念会

２月26日（日） 東京クラブＤＢＣ

＜報告事項＞

西日本区

ユースコンボケーションについて

京都部

１月29日（日）チャリティーボウリング大会

三役会

各委員会報告 半期分 12月10日提出

ＹＭＣＡ

２月25日 チャリティーコンサート

＜各事業委員会報告＞

Yサ･ユース 半期報告

地域奉仕 半期報告

ドライバー 半期報告

第１例会 １月７日（土）新年例会 りょうぜん

エイブルクラブ合同

第２例会 １月17日（火）半期総会

ブリテン 半期報告

ファンド 半期報告

交 流 半期報告

Ｅ Ｍ Ｃ 半期報告

メネット 半期報告

クリスマス PT プログラム・予算案

＜審議事項＞

各事業委員会半期報告承認

半期会計報告承認

ファンド収益（ジャガイモ除く）の

１割を BF へ充当承認
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HAPPY BIRTHDAY

１月・２月予定抄

第９回 役員会議事録
2005年12月20日（火）19

‥

00～21

‥

00
ウエスティン都ホテル京都

20年間にわたる視覚障害者への奉仕活動が認められ、11月26
日に、ひと・まち交流館京都で式典がもたれ、京都市長賞が贈

られました。

設立当初から「ふれあい広場」を通じて支援してきた京都キャ

ピタルクラブの働きがあったことも評価されたことで、共に心

から喜びたいと思います。

聖句の解説 憂うつな気分に落ち込むと、マイナス思考
に走りやすくなりこの否定的な考え方によって、さらに意
気消沈してしまいます。

この状態を克服するひとつの方法は、このみことばで勧
められているように、できるかぎり前向きになれるような
事柄に心をとめるということです。

日 時

‥

2006年２月25日（土） 14時～18時00分
（受付

‥

13時30分から）
会 場

‥

東京ガーデンパレス 東京都文京区湯島 1－7－5
TEL

‥

03－3813－6211
会 費

‥

8,000円

プログラム
第１部

‥

記念礼拝（14:00～14:20）
第２部

‥

記念例会（14:20～15:00）
第３部

‥

記念講演（15:10～16:10）
講演者 アグネス・チャンさん（日本ユニセフ協会大使）
「明日を担う子どもたちのために・日本のユースに期待する」

第４部

‥

記念祝会（16:30～18:00）
二次会

‥
18時30分～20時30分

会場
‥

さくら水産本郷三丁目店（東京ガーデンパレス徒歩９分）
会費

‥
3,000円（抽選券付き、当日お申込み下さい）

IBC・DBC プログラム
日 時

‥

２月26日（日）午前９時～午後４時30分
集合場所

‥

東京ガーデンパレス ３F 平安 華
会 費

‥

8,000円

プログラム 聖日礼拝（３F 平安） 9:00～ 9:15
IBC･DBC アッセンブリー（３F 平安）9:15～10:00
東京ベイランチクルーズ 10:30～16:30

10:30 東京ガーデンパレス玄関前
（貸切バス、ガイド有）

10:45～11:15 皇居前広場
11:50～14:00

シンフォニー・ランチクルーズ
15:00～16:00 浅草
16:30 東京ガーデンパレス


