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『地の果てのすべての人々よ私を仰いで、救いを得よ。わたしは神、ほかにはいない』

（イザヤ書 第45章22節）

２月 TOF･CS
地域奉仕はワイズ活動を理解してもらう大切な事業です。
TOF・CS・FF は大切な原資です。ご協力ください。

大谷賢二地域奉仕事業主任

在籍者数 26名
広義会員 1名
第一例会 23名
メネット 2名
ゲ ス ト 3名
特別メネット 1名
第二例会 22名
ゲ ス ト 2名
出 席 率 96％

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 0円
第二例会 11,000円

累 計 124,000円

0円

累 計 885,089円

献 血 0cc
成 分 0名
累 計 0cc
成分累計 0名

第一例会 0円
第二例会 3,611円

累 計 48,591円

ワイズメンらしい特徴ある地域奉仕は？

地域奉仕事業委員長 山 田 隆 之

２月は TOF 強調月間で、TO

F とは世界で飢餓に苦しむ人のために例会の

食事を抜き（又は軽食）にし、差額を途上国

で食糧難に苦しんでいる人々の為にささげる

事業です。世界では毎日およそ24,000人の人々

が飢餓及びそれに関わる病気で亡くなってい

るといわれています。飢餓の原因も政治的、

戦争、天災など様々あるようで根本的に飢餓

を解決することを考えることも重要ですが、

直接的に今何が出来るかを考え、できること

から行動に移すことが私たちワイズメンの使

命だと思います。

我々キャピタルクラブも設立22年を過ぎ私

たちをとりまく世界も大きく変化しました。

地域奉仕に対する考え方や事業のあり方につ

いても、「再度確認」、「見直し」することが

必要な時期にきているようにも思います。又、

NPO や他の奉仕クラブが乱立するなかワイ

ズメンらしい特徴のある奉仕について、もう

一度原点に戻って考えていきたいものです。
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2006年１月７日（土）
於 りょうぜん

エイブルクラブとの
合同新年例会

石村 吉宏

昨年より降り続く大雪の様子が各地から伝えられる中、新年

を迎えました。

京都も朝から雪が降り積もり、新年例会の会場である「りょ

うぜん」までの長く急な坂道が雪で登れるか心配しましたが、

午後には雪も融け、エイブルクラブとの合同新年例会が開かれ

ました。

大きく造られた窓から京都市内の夜景を一望しつつ、竹田、

中村両会長の息の合った点鐘で開会。アカペラでワイズソング

をワンコーラス。エイブルクラブ中村会長の開会挨拶の後、両

クラブの参加者全員が、一人ずつ紹介されました。

神 総主事の食前感謝、大門次期会長の乾杯の音頭で食事が

始まると、よく知った両クラブのメンバー同士、あちこちで話

の輪ができ、盛り上がりました。

８時位から始まった、空くじ無しの福引も、話に夢中なのか

該当者がなかなか現れない事も度々ありました。

新年の例会に相応しく、沢山食べ、飲んで喋って幸せそうな

参加者の顔。

「又やろうな」と握手が交わされる中閉会となりました。

参加者

‥

エイブル 13名、キャピタル メン23名、メネット

３名、メンバーゲスト３名

2006年１月17日（火）
於 ウエスティン都ホテル京都

リチャード スターさん

半 期 総 会
副支配人が歓迎の挨拶

森 常夫

本日の例会にウエスティン都ホテル

京都の総支配人が挨拶に来られる予定で

したが、急遽副支配人リチャード・スター

様が代理で出席され、英語で挨拶をされ

ました。当ホテル利用に感謝の挨拶でし

た。パークホテルでは幹部の挨拶など一

度もありませんでした。食中毒の時も担

当者の謝罪のみでした。ウエスティン都

ホテル京都の対応にクラブ員皆感心致しておりました。

本日の半期総会に竹田会長の指名で石村さんが議長に選出さ

れ、いつものようにスムーズに進み、半期の行事及び決算は承

認されました。

余談ですが今日の松茸入りのステーキの味の良さ、又サラダ

など本当においしかったのは私だけでしたでしょうか。例会に

来るのが楽しくなります。

東京クラブ75周年記念例会、チャリティーラン、YMCA 会

員集会、チャリティーボウリング大会等の参加の呼びかけが各

委員長からありました。

大門次期会長より次期三役も発表されました。副会長・橋本

眞一さん、瀬本純夫さん、書記・山田英樹さん、会計・香山章

治さんが決まりました。

アジアの人々とともに

地域奉仕事業主任 大谷 賢二
（北九州クラブ）

皆様の日頃のワイズダムへのご奉仕に心より感謝申し上げま

す。新たな2006年を迎えましたが、この２月はCS・TOF・FF

の強調月間となっています。CS（コミュニティ・サービス）

は、奉仕団体としてのワイズの重要な柱です。部やクラブで地

域に根ざした奉仕活動を行う事業を、区としてサポートする役

割を果たします。今期はすでに８つの事業に対し1,324,000円

の支援がなされました。それも皆さまからの献金があってでき

ることです。今年のお年玉切手の当選番号は下２けた07・51で

す。各クラブで換金し、現金でのご送付をお願いします。理事

ゴールは１人1,800円です。

TOF（タイム・オブ・ファスト）はワイズメンズクラブ国

際協会の事業資金になります。今期から５年続けてストップ

HIV／AIDS プロジェクトのために使われます。エイズ患者は

現在4000万人を越え、爆発的な勢いでアジアへと広がりつつあ

ります。今や、年間300万人以上が死亡し、まさに人類の脅威

となっています。そのエイズに全世界のワイズメンが一致して

立ち向かい、継続事業として取り組むと決定したことは、一般

市民にワイズの存在をアピールすることにも大いに役立つと思

います。アジア・アフリカでは、その日の食事どころか戦争・

紛争・疫病でいのちの危険にさらされている人は数知れませ

ん。世界の半数の人は栄養不足の状態です。一食を抜いてそれ

らの人々に心を寄せることにより、エイズ問題の解決に資す

る。素晴らしいではありませんか。理事ゴールは１人16USド

ル＝1,800円です。

そしてFF（ファミリー・ファスト）は西日本区として独自に、

アジアや日本で厳しい情況下にある子供たちのために活用でき

る資金です。前年度は阪神・淡路大震災10年ということもあり、

震災遺児施設などへの支援がなされました。今期の私の主題は

「アジアの人々とともに」です。カンボジアやタイなどで子供

たちのために尽くしている組織の支援も行いたいと思っており

ます。また国内の FF 支援先の推薦は３月末が締め切りとなっ

ています。FF の理事ゴールは１家族1,000円となっています。

これら献金の締め切りは、３月末までとなっており、表彰の

対象になりますので宜しくお願いします。

皆さまのワイズメンとしての誇りある行動により多くの人々

への奉仕が可能となります。と同時にそのことがワイズメンズ

クラブへの理解を広げ、EMC にもつながることと存じます。

さあ、２月、ともに働きましょう！

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年間強調目標 PR



春をおもわせるような快晴の2006年１月26日、恒例となった

京都部主催のボウリング大会が「しょうざん」にて開催されま

した。

総勢200名に届こうかというワイズメンとそのファミリー達、

もちろんサポート先の方々もいっしょです。13時30分の開場時

間からかなり待ち時間があったことも関係があるでしょうか？

期待と興奮はいやがうえにも高まります。

14時30分のプレイボールが熱気に押されるように15分繰り上

げてゲームは始まりました。古田京都部長の始球式に続き、横

一線に並んだワイズメンが投じた第１投げ目。皆さん力が入り

すぎたのか、いきなりの爆笑が渦巻きます。

今回、私自身は４歳になる息子と二人での

参加です。キャピタルの実行委員の山田隆之

CS 委員長より、『４歳でも大丈夫』、とのお墨

付きをいただいていたのですが、なにせもち

ろん初ボウリング。そんなに小さな子供が大

人といっしょに楽しめるものなのか？ すこ

し不安であったのです。ところがなんのなん

の、『どこでもワイヤー』みたいなのに助けられて、あれよあ

れよと高得点。40点のハンディとあわせて堂々のチームトップ

です（ちなみにこのレーンのメンバーは、森さん、山田英樹、

山田コメットの三人でした）。

参加チーム中５位か６位かという中途半端な成績で２ゲーム

を終えたキャピタルチーム。一発逆転の望みはすべて竹田会長

の腕にかかっています。運命の一投、人垣であまりよく見えな

かったのですが、どうやら『どこでもワイヤー』を乗り越え屈

辱のガーター。きっと力が入りすぎたのでしょう。

そして最後にみんなが楽しみにしている商品の抽選会です。

とび賞の発表が続く中、我キャピタルクラブの田中さんの順位

がなかなか呼ばれません。みんなの期待も高まります。10位、

７位、５位の発表、まだ田中さんの成績が上位です。３位の発

表……あれれ。豪華商品は逃がしましたが田中さんは180人中

堂々４位、もちろんキャピタルでは最高成績です。

常々くじ運とは無縁の山田英樹父子であり

ますが、この日はどうしたことか親子で商品

ゲット。しかも息子の商品は『京都部部長賞』

であります。80位とさえない父親の商品がか

なり軽い事に比べ、ずっしりと重いその商品

を手にしたとたん『帰ろ。車いこ』となんと

恥ずかしい。まるで食べさせてない子供みた

いです。
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あなたの第二の人生は？

田中 雅博

現在44歳。何となく自分の中では、人生の半分が過ぎたと思っております。そして今までの半生を振り返っ
てみますと、その半分が過ぎた頃に、人生の転機を迎えたような気がします。

1987年10月29日。その年の３月に、親父の後を継ぐべく入社した会社でその事件は起こりました。第64回
株主総会の日、「緊急動議。社長解任」。

その瞬間に親父は職を失い、私の未来も吹っ飛びました。そしてその年の暮れ、周りに背中を押されるよ
うに創業した今の会社も19年目に入ります。

『第二の人生』と呼べるものがあるなら、それは今の会社をしっかりと一人前に育て、そして将来、次代
に引き継ぐことが出来た時に初めて訪れるのだろうと考えています。

その時に私は、"一端の物書き" になっていないといけません。海の見える丘に家を建て、太い万年筆と便
箋を何時も傍らに置き、想いのままに書く "物語り" を自分の思い通りの本に仕上げる。そんな日々を家族と
ともに送れることを夢見ております。

思えば今まで結構自分のやりたいことを封印してきたような気がします。残りの半生、出来るだけ早い時
期に、その封印が解ければと願っております。

柳 慎司

さぁー大変！

「第二の人生」正月休みにじっくりと考えてみたものの…なかなか浮かんではきません。自営業ですので
定年も無く、退職金も無く、身体の続く限りとなるのでしょうか。

そう考えると子供達が巣立つ時かもしれません。「巣立つ」といっても就職し、これで自立できると結婚
し、親なりに判断出来た時と思います。現在大学２年と高校３年ですからまだまだのようです。

最終的には、職業柄自分の手でゆっくり時間をかけて平屋の家を建てたいです。あまり都会から離れずそ
こそこで、大石さんのように畑を耕し自給自足なんて出来ませんから、山の方面はだめだと思います。残る
は海の近辺でしょうか。のんびり堤防あたりから釣りでもしたいものです。

たまに子供達、孫達が訪れ、竹田船長から鯛の差し入れで皆で一杯飲むことができれば最高です。ワイズ
も定年無しかな？

一番の難関はやはり我が妻でしょうか……。この想いで一緒に余生を育んでくれるでしょうか……。「ク
リスマスも何のプレゼントしてないし、さぁー大変」と、小さな事だと自分に言い聞かせながらも気になる
今日このごろです。

京都部主催

ボ ウリ ン グ 大 会 盛 大 に 開 催
山田 英樹



今回の大会は直前になって『エイズのための……』やら何か

とお騒がせな面もあったようですが、やはり多くの人が集い、

盛り上がり、成功裡に終了することができたのだと思います。

ただ大会運営のコンセプトを含め今後議論を深めていくべき多

くの問題が現れた大会でもあったのかしれません。

今回もキャピタルクラブ総勢20名以上の参加です。いつもな

がら山田隆之委員長の動員力のおかげです。Ｗ山田のもう一人

として弟子入り志願で技を磨かせてもらおうと思います。なに

はともあれ皆様お疲れ様でした。

（キャピタルクラブ参加人数

‥

メン13名、メネット２名、コメッ

ト６名）

２月４日（土） 麻雀＆オセロ大会
２月７日（火） 第１例会
２月18日（土） 京都 YMCA 創立117年記念会員集会
２月21日（火） 第２例会
２月25日（土） 京都 YMCA 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
２月28日（火） 役 員 会
３月７日（火） 第１例会
３月25日（土） 第２例会 花見例会
３月28日（火） 役 員 会

昨年11月12日～14日に韓国ベゼルクラブとの交流会が盛大に

行なわれましたが、底冷えのする１月26日、仁科交流委員長オ

ススメの店「河」で IBC 打ち上げ会が行われました。一人一
杯のカニとてっさにてっちり。カニだけで十分満腹なのにまだ

ふぐが～。大満足の食事でした。おっと、あまりの料理の多さ

に肝心の交流の話は…？ 仁科委員長がメンバーのご苦労を労
われ、後は食べる飲む食べる飲むのキャピタルらしい会でした。

出席

‥

石倉 尚、岡本尚男、香山章治、竹田博和、田中雅博、

仁科保雄、森 常夫、柳 慎司、山田隆之

メンバー

柳 慎司 2. 7 竹田 博和 2. 14
石倉 尚 2. 24 吉井 崇人 2. 11
メネット

仁科 節子 2．2 神 陽子 2. 19
瀬本 吉美 2. 28
コメット

山田麟太郎 2. 2 村田 亜紀 2. 27
山口 愛乃 2. 27

勝山廣一郎・憲 子 ご夫妻 2. 2
山田 隆之・まゆみ ご夫妻 2. 18
岡島 脩雄・智 子 ご夫妻 2. 22

＜報告事項＞
西日本区

次々期理事（2008～2009年度）推薦
京 都 部

チャリティーボウリング
大会名・事業収益金の使途変更について

三 役 会
金原さん・豊田さん入会の件

ＹＭＣＡ

YMCA 維持会費の件
＜各事業委員会報告＞
Ｙサ・ユース 京都YMCA創立117周年記念会員集会
地域奉仕 TOF例会
ドライバー 第１例会 ２月７日（火）

『首輪をつけた捜査官』
第２例会 ２月21日（火）

『TOF 例会』

ファンド 麻雀＆オセロ大会
交 流 ＤＢＣ
Ｅ Ｍ Ｃ 金原さん・豊田さん入会式
クリスマス PT 決算報告

＜審議事項＞
豊田さん・金原さん

入会の件 承認
東京クラブ75周年お祝い金 承認
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いつもワイズダム ワイズメネット活動へのご奉仕感謝
申し上げます。

エイズバッチ募金・献金について、役員会で40万円を地
域奉仕事業へお渡しする旨を報告させていただきましたが、
１月15日現在で、うれしいことですが支援金に余裕があり
ましたので50万円を大谷賢二事業主任にお渡しするように
なりました。

ここにご報告いたします。皆様のご支援に心から感謝申
し上げます。

メネット事業主任

菅 美代子

麻雀＆オセロ大会のお知らせ！
日時

‥

平成18年２月４日（土） 18時～20時
懇親会＆表彰式 20時～

場所

‥

西洞院四条下ル 光悦ビル地下 雀荘「チャンピオン」
懇親会

‥
隣の串樂串樂で串カツ三昧！

会費

‥

大会＆懇親会 ￥4,000 懇親会のみ ￥3,000
大会のみ ￥1,500 不参加費 ￥100～

ファンド委 員 会

２月・３月予定抄

竹田 博和

HAPPY BIRTHDAY

HAPPY ANNIVERSARY

第10回 役員会議事録
2006年１月24日（火）19

‥

00～21

‥

00
ウエスティン都ホテル京都

聖句の解説 あなたにとって大切なもの何でしょうか？
「家族」「友達」「愛情」「平和」「優しさ」「お金」でしょう
か？
「私を仰いで、救いを得よ」というのは偶像でできた偽

りの神ではなく真の神に顔を向けよということであります。
偽りの神とは、金品、財宝、才能、権勢、恩顧、名誉など
です。聖書が書かれた当時から人間の弱さが変わらない事
に気づかされます。


