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『ひと言おっしゃってください。そして、わたしの僕をいやしてください。
』
（ルカによる福音書

ワイズメンズクラブの
綱 領 と 目 的
YMCA サ−ビス委員長

大 山 孜 郎

‥

皆様は、我々が加盟しているワイズメンズクラブ国際協会の
国際憲法とガイドラインを見られたことがありますか。
その第２条 綱領と目的（Purpose and Objectives）の
第１項には、ワイズメンズクラブ国際協会は、イエス・キリス
トの教えに基づき、相互理解と敬愛の想いに結ばれて、あらゆ
る信仰の人々が共に働く、世界的友好団体であり、YMCA に
対する忠誠心を共にしつつ、活発な奉仕活動を通じて…（後略）
と書いてあります。また、ガイドライン201には『
「イエス・キ
リストの教えに基づき』とは、ワイズメンはイエス・キリスト
が教えられたことを受け入れることを意味し、また、イエス・
キリストの教えをワイズメンが実際の活動に移すよう心掛ける
ことを意味する。イエス・キリストの教えは、ワイズメン全体
の意思決定のための、クラブならびに国際協会の運営のための、
さらにワイズメン個人の日々の生活のための、ガイドラインと
なるものである。
」とあります。

YMCAサービス
４月
ASF

在籍者数 28名
広義会員
1名
第一例会 24名
ゲ ス ト
2名
第二例会 25名
メネット
9名
特別メネット
1名
出 席 率 100％

切
手
現
金
累計切手
累計現金
Ｊ Ｗ Ｆ
ＪWＦ累計
ＥＦ累計

11,330ｇ
76,350円
11,330ｇ
76,350円
0円
0円
27,000円

私が1983年にワイズメンズクラブに入会した契機は、ワイズ
メンズクラブが YMCA のためのサ−ビスクラブとして活動
しているクラブであることと、日本区定款に「イエス・キリス
トが示された愛と奉仕の実現を目指し」と書かれていることを
知ったからです。
入会以来、常にワイズメンズクラブと YMCA との協力関
係の構築が、私のワイズライフにとって重要課題であります。
入会３年目に YMCA サービス委員長を、６年目に京滋部 Y
MCAサービス主査を務めましたが、今期竹田会長からの依頼
を受け、実に20年ぶりに YMCA サ−ビス委員長を引き受け
ました。そして、９年ぶりに役員会に参加しています。
役員会や委員会でのメンバーとの会話を通して、現在のわが
クラブにとって、大切であり必要であることは「ワイズメンズ
クラブは、第一に YMCA のためのサ−ビスクラブとして活
動する」
・
「イエス・キリストの教えに基づき」の２点について
の理解だと思います。
４月第２例会の ＹＭＣＡ サービスアワーでお話をしてくだ
さる日本キリスト教団丸太町教会牧師の佐藤博先生は、京都
YMCA の常議員を勤めておられ、教会で長年に渉って定期的
にキリスト教入門講座を開催されている先生です。是非出席し
てイエス・キリストの教えについて学び、疑問とされることを
遠慮なく質問されることを期待します。

私達の支援しようと思える理想の YMCA であり続ける為には、私達自
身が YMCA をよく理解し、考え、行動することが必要です。忌憚のな
いご意見、より一層のご協力をお願いいたします。
高橋秀樹 YMCA サービス・ユース事業主任

第一例会 8,000円
第二例会 36,000円
累

第７章７節）

計 187,000円

累

計

18,481円 献
血
成
分
累
計
903,570円 成分累計

0cc
0名
0cc
0名

第一例会
第二例会
累

3,262円
0円

計 56,898円
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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

2006年３月７日（火）

於 ウエスティン都ホテル京都
した。
この地域の様子は、人と自然関わっている

メンバースピーチ
勝山廣一郎

夕べ

里山 命めぐる

というタイトルで NHK（TV）が放送されたと述べられ

ました。

日中の気温が10℃を過ぎ、花粉情報が出される季節になって
きた例会日、会長の開会点鐘に始まり、ゲスト紹介、東京クラ
ブより山中秀男・ちあきご夫妻出席。山中さんより先月２月25

柳

慎司さん

日〜26日、東京クラブ設立75周年記念祝会及び IBC，DBC プ

13年目の会長として重責を果たす。本日
の例会日まで無欠席である。３年前京都部

ログラム、東京ベイランチクルーズにキャピタルクラブよりメ
ン、メネット、マゴメットが参加に対してのお礼に来られた。

の役員に就き、内外各クラブの運営の長所、
短所を実感する。
又、クリスチャニティについて、食前の

竹田会長挨拶に移り、会長自身クルーザーを所有されていて、
全長150 m 以上の大型船であれば揺れない為、船酔いはしない
との話をされました。

感謝の祈りが、食前時家庭の中においても何の違和感も無く普
通になった。次期に京都部ファンド主査に任命され、BF、EF
等々のプログラムについても、メンバーの協力をお願いされた。

各委員会報告の後、食前感謝食事へ。
吉井崇人さん

石倉 尚さん
次期西日本区地域奉仕事業主任の立場で

入会にいたるまでのいきさつを述べる。
野球部の OB の先輩、大門さん紹介。当初

一言。委員会開催地は定期的に九州地域で
行われ、今期主任大石氏（北九州）の元よ
り、西日本区役員として、司会進行役に選

例会出席が困難かと思っていたが、たまた
ま京都部部会の出席を縁に周囲の先輩より
いろいろ参考になるアドバイスを受け、継

ばれ、ワイズメンズクラブに対する意識、

続する決心をする。ドライバー委員会に配属。例会の下準備、

責任を自覚。クラブ内でのスタンスではなく、西日本区という
器の中で一人の指導者の立場で一年間やり遂げていく決意を述

打ち合わせに同席する度、クラブの雰囲気を少しずつであるが
理解する様になった。

べられ、クラブメンバーの協力を力強くお願いし、スピーチを

大石幸夫さん
滋賀県高島市に昨年引越し、趣味の陶芸

終えられました。
YMCA の歌を全員で合唱の後、閉会点鐘にて閉会しました。

の道へ変身。地域の人達と親密になり、一
人の老漁師の自然に暮らす生き様に触れ、
深く感銘を受けられて、地域の自然を大切
にするボランティアグループに参加されま

2006年３月25日（土）
於

作

ているお陰だと

桜を呼んだ花見例会
金原

浜

大変感謝してい

弘明

ます。
宴 もた けな

桜と思われるつぼみが一杯に膨らみ、今

わ、大門次期会

にも咲きそうな木々を見ながら、お花見に
は少し早いかなと思いつつ、三条木屋町、

長から始まった
ニコ ニコ は何

花見例会の会場に向かいました。

と、全メンバー

花見例会はメネット例会ということで、
メネットの皆様も参加され、とても華やか

に回り、大盛り
上がりの中、終

な雰囲気の中で行われました。

了となりました。

食事が始まると、あちこちのテーブルか
ら大きな笑い声が上がり、酔う暇もない程、

キャピタルの
花見例会の笑い

大変な盛り上がり…私も、今年最初の新年

声に 誘わ れて

例会に初めてゲストとして参加させていただいてから、早３ヶ
月が過ぎ、やっとキャピタルのメンバーの方々の顔と名前が一

か、京都でも27
日に桜の開花宣

致し始め、本当に楽しい時間を過ごすことができました。これ

言が出されたよ

も、メンバーの方皆様に、垣根なく気軽に声を掛けていただい
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うです。

大門次期会長
乾 盃

あなたの第二の人生は？
岡島

脩雄
第二の人生は青春

平成13年３月末日、京都市水道局を定年退職し翌日から民間会社に就職し５年が経過しました。建設業界の事が
何も判らぬまま新規の取引先確保の営業活動を続け、現在では目に見える形で実績が出るようになりました。
私が現在あるのは、家族や多くの友人知人に恵まれ元気で働かせて頂いている事に感謝し、毎朝先祖に手を合わ
せ「今日も元気で生かさせていただきます」と報告しています。
対人関係の基本は、どんな人にも誠意をもって対応すれば結果は出ると信じ日々を送っています。
会社では取締役社長室長で ISO14001の環境管理責任者をしており、地域では4,500世帯の学区自治連合会総務、
山科区保護司会副会長、学区体育振興会副会長、市会議員後援会長等の活動をし毎日が壮快です。青春とは年令で
判断するのではなく、いかに毎日が充実した日を送るか、仕事も地域の奉仕活動も総てこなし社会に貢献できれば
最高の人生だと思っております。その面では、気力・体力とも今が青春です。
勤務先の社長から元気な限り勤務してほしいと言われ、生涯現役が元気の秘訣かもわかりません。

竹田

博和

私にとって第二の人生とは？ 今年で47歳。過去を振り返りますと私の今までの人生は本当にラッキーだったよ
うに思います。
まず、日本に生まれたこと。そしてその中でも小さいながらも自営業の家に生まれたこと。それにより今日ワイ
ズという奉仕クラブに入会できたこと。高校受験も大学受験もそれほど苦になりませんでした。また、卒業と同時
に家業を継いだので「他人の釜の飯を食う」という苦労もしていません。病気も盲腸で入院したぐらいでいたって
健康。悪友曰く「そやからお前は若く見える」。
こんな私にとって、もし第二の人生があるとしたら、それはこのラッキーを全て失ってどん底に落ちたときでしょ
うか。ですから私には第二の人生は必要ないのです。出来れば今のまま、日の当たる側「サニーサイド」にいられ
ることが幸せです。

堀

一行

一昨年還暦もすぎ学生時代の友人はほとんどが現役を引退し、ゆうゆう自適（？）の生活をしている人が多い中、
いまだゆっくりどころかますます厳しい環境の中ゆとりのない生活が続いている昨今です。
ちょうど40年前の入社以来、仕事のこと、そして会社のことを第一義としてやってきましたが、まだもう少し現
役から離れることは出来そうにありません。
今回のテーマは「あなたの第２の人生は？」ということでありますが、いまだ走り続けている自分がスピードを
ゆるめた時、何が出来るか想像できないのです。
今年は結婚して30年、この間あんまり家族のことを顧みることがなかったなぁーと反省しています。
そしてワイズに入会してこれも30年。このことは私の人生にとっても女房にとっても大変大きな意味を持つ出来
事でありました。いつもいうことですが、もしワイズと出会うことがなかったらと思うと想像も出来ないくらいです。
今はまだバラ色の第２の人生のビジョンをえがくことが出来ませんが、もう少したってその時が来たらもう一度
投稿してみたいと思います。

大門

和彦

豪雨、暴風、吹雪の中で「次期会長・主査研修会」が六甲山
YMCA 研修センターで行われた。西日本区のクラブ代表が数
百名！ 最初は本当に緊張した。同行した、石倉次期地域奉仕
主任、柳次期ファンド事業主査が一緒だったことが何と心強
かったか。開講式から始まりプログラムスタート。記念講演の
「ＳＴＯＰ ＨＩＶ／Ａids」の話では世界のエイズの状況が悲
惨な状態になっている事を改めて知らされ、先進国の中で唯一
日本だけが増加している現実を知ると非常に情けなく、腹立た
しささえ覚えた。
記念講演の後は本格的な研修会が２日間続く。私は入会させ
て頂いて早くも10年が経過したが、あまりワイズのことは理解
していない。むしろ理解しようと思っていなかったのかも知れ
ない。「何で手を上げて歌うの？」「何でアーメンと言うの？」
と最初は疑問に感じていたが、時間が経つにつれ何の疑問も抱
かず、ただ時間だけが経過していた。今回の研修を終えて改め

て私の考え方に問題があったことに気づいた。「クリスチャニ
ティーについて」の長井委員長の話でほぼ理解できた。「キリ
スト教を信仰するのではなく、キリスト教を理解する」。考え
方を少し変えるだけで簡単に理解できる。「知らないより、知っ
ている方がいい」と常に言っている自分が本当に恥ずかしい。
気持ちを新たに、会長としての１年間を精力的に勤めたいと思
う。今までの罪も償うつもりで…。
「私にも聖書を下さい」とお願いしていた自分自身が不思議
だ！

聖句の解説 私たちの日々の生活の中でも、この百人隊
長のように、自分ではどうすることもできない状況に直面
することがあります。
その時に「神様助けてください !」と祈りを捧げること
があるでしょう。そのような時こそ、私たちが本当に「望
んでいる事柄」を確信しているかどうか、その信仰が試さ
れているのです。自分の思ったような解決方法が与えられ
るとは限りませんが、素直に神に信頼する人の祈りに、神
は必ず耳を傾けてくださっています。
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HAPPY BIRTHDAY
メンバー

石倉

尚

続々と集うワイズメン…。３月11日（土）午後６時より京都
ホテルオークラに於いてキャピタルクラブの親クラブであるパ
レスクラブの35周年記念例会が開催されました。
第一部の式典では、ハワイセントラルＹサービスクラブとの
IBC 締結式が執り行われました。35年の歴史の中で IBC ３ク
ラブ、DBC ２クラブと国内外での交流の軌跡が感じられます
（ハワイかぁ…行きたいなぁ…）
。続いて多くのワイズメンにニュー

橋本 眞一
大石 幸夫
メネット

4. 3
4. 24

石村
森

吉宏
常夫

4. 6
4. 25

山田まゆみ
コメット

4. 18

岡島

智子

4. 30

石倉

4. 6

香山

耀平

4. 28

周

HAPPY ANNIVERSARY
石村 吉宏・しのぶ
内廣
健・嘉 子
橋本 眞一・佐恵子
堀
一行・明 美

メンバーのお披露目、入会式です。
これだけ多くの立会人…。今後のご活躍が期待されます。ま
た、ビデオにて35年の歩みを上映されました。製作にはとても
苦労されたようですが、とても貴重なものとなるでしょう。
第二部は、交流懇親会、会長、副会長による口上にて開宴。
鏡開きもあり祝宴ムード満天です。ブラザークラブとの対抗学
芸会もあり、おいしいお酒と楽しい会話であっという間にお開
きです。
キャピタルクラブも３年後の25周年に向けひとりでも多くの
方々に祝っていただけるように今からがんばらなあかんなぁ〜
と実感しました。

4. 3
4. 14
4. 17
4. 30

ご夫妻
ご夫妻
ご夫妻
ご夫妻

４月・５月予定抄
４月２日（日）
４月４日（火）
４月18日（火）
４月22日（土）
４月23日（日）
４月25日（火）
５月10日（水）
５月21日（日）
５月23日（火）
５月30日（火）

井戸掘りワーク サバエ
第１例会
第２例会
ファンド 温泉気分
夜桜フェスタ リトセン
役 員 会
CATT 合同例会
チャリティーラン
第２例会
役 員 会

PS．散髪屋さんで耳を切られたトップスクラブのＡ山さん

博和

３月４日京都YMCA マナホールで HANDS 理事藤崎智子様
をお迎えして「HIV／AIDS の現状と課題」と題して講演会が
行われました。
エイズが死の病であった時代から抗レトロウイルス薬の登場
で必ずしも死の病でなくなった現在までの経過や、国際的なエ
イズ対策の現状などを分かり易く説明していただきました。
ただ新規感染者の増加率が中国・日本を含む東アジアで突出
しており、特に先進国の中では日本だけが増加しているという
のが気になりました。
参加者：石倉、村田、竹田、柳メネット
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第12回 役員会議事録
2006年３月28日（火）19 00〜21
ウエスティン都ホテル京都

‥

竹田

尚

‥

‥

次々期の京都部会も楽しいお話で盛り上げてください。
出席者 竹田博和会長、堀 一行、村田深砂子、石倉

00

＜報告事項＞
西日本区
IHQ 移転の件 賛成で投函
西日本区大会 ６月10日11日 早期登録３月31日まで
東日本区大会 ６月３日４日
三 役 会
ブリテンファンド金額記載間違いの件
ブリテンニコニコ金額記載間違いの件
＜各事業委員会報告＞
Ｙサ・ユース
４月２日（日）サバエ井戸掘りワーク
13万円援助とワーク（当日）
４月18日（火）Ｙサ例会
４月23日（日）夜桜フェスタ 飲物販売
地 域 奉 仕
TOF・FF・CS 金額報告
ドライバー
第１例会 林 昌一郎 様
『ラグビーの関わりと帰国子女の教育』
第２例会 佐藤 博 様
『ＹＭＣＡとキリスト教』
ブ リ テ ン
４月号・５月号の内容報告
フ ァ ン ド
BF 金額報告
４月22日（土）
ファンド温泉気分
交
流
DBC 報告
Ｅ
Ｍ
Ｃ
会則改定報告
＜審議事項＞
会則改定の件
承認

