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『はっきり言っておく。子供のように神の国を受け入れる人でなければ、決してそこに入

ることはできない。』
（ルカによる福音書 18章17節）

６月 評価・計画
次期の活動を活性化させるためには、今年度を振り返る事が大切です。
クラブ目標に対してどの事業が達成でき、どの事業が達成できなかった
のか、そして、それは何故なのか話し合いましょう。 佐野文彦理事

在籍者数 29名

広義会員 1名

第一例会 20名

メネット 1名

第二例会 23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
ＦＦ累計 27,000円

第一例会 0円
第二例会 10,000円

累 計 197,000円

34,510円

累 計 938,080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 1,880円

累 計 64,846円

会 長 は 楽 し い
多様な価値観に触発された一年

会 長 竹 田 博 和

昨年の７月にもやいを解いてから早く
も一年が過ぎました。多少の風波はあっ

たものの、大嵐に巻き込まれることも機関が故障すること
もなく、無事一年間を過ごすことが出来ました。これも偏
にメンバーの皆様のお陰と感謝しております。

さて、この一年間船長の舵取りは如何だったでしょうか。
キャピタルクラブも20周年を終え、25周年も間近に迫って
きた今、メンバーの年齢には20歳代から70歳代と50年近く
の開きができております。第二次世界大戦の記憶をお持ち
の大先輩から、社会人になって数年の若者まで実に多様な
価値観を持った人間が集まっております。この多様性をメ
ンバーそれぞれが理解し合い、また自分のものとしていく
ことがこのクラブに入会しているもっとも大きな意義だと
思います。

そのために例会はもちろん、それ以外の活動にも積極的
に参加しコミュニケーションを大切にして頂くようお願い
したところであります。私も各委員会には可能な限り出席
し、先輩方の話を聞きキャピタルに対する先入観が変わっ

たように感じております。また、若い人たちからも色々な
刺激を受けました。本当にありがたいことです。

また、YMCA をもっと身近に感じることも目標の一つ
としました。我々が奉仕をする団体をもっと理解し、クリ
スチャニティーという価値観に触れることが出来れば、もっ
と豊かな人間になれるのではとの思いからです。

昨今ダビンチ・コードなる小説が世間を騒がせておりま
すが、その真偽のほどは別にして、世界中でこれほど多く
の人々に共感と感動を与え得るものに触れてみたいと思い
ます。

さて、いよいよ帰港の時が近づいて参りました。今一番
感じていることは「会長は楽しい」ということであります。
確かに、時間的に資金的に大変であると言えばその通りで
ありますが、それに有り余る楽しみがそこにあります。

この一年間本当に楽しませて頂きました。皆さんもぜひ
この楽しみを経験してみてください。そこには素晴らしい
メンバーがいるのですから。
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2006年５月10日（水）
於 ホテル ニュー京都

竹田会長
の乾杯音頭

誕生祝 山口雅也さん、山田隆之さん

誰がワサビを食べた？ 堀さんでした
左から 勝山さん、森さん、堀さん、岡本さん

CATT 合同例会
吉井 崇人

CATT 合同例会がトップスクラ

ブのお世話で東稜クラブ、エイブル

クラブ、キャピタルクラブの４クラ

ブで行われました。

東稜クラブ川島会長の開会点鐘で

合同例会が始まり、たくさんのワイ

ズメンで歌うワイズソングは、いつ

もより迫力があり驚きました。

我がキャピタルクラブ竹田会長の乾杯と共に楽しい笑い声、

話し声が聞こえてきました。

８時からは、クラブ対抗ゲームが行われ、４クラブの意地と

意地とのぶつかり合い。コーラを一度も止まらず一気飲みをし、

真っ赤な顔をして風船をふくらませ、わさびを食べても平気な

顔をする。ワイズメン魂を目の当たりにしたと共に、楽しく笑

わせていただきました。

残念ながらキャピタルクラブは、いい滑り出しをしたものの

結果は最下位！ 残念な結果でしたが、来年こそは是非１番を

とみなさん思っておられると思います。

楽しい時間が過ぎるのは、ほんとに早くアッと言う間の２時

間 エイブルクラブ中村会長の閉会点鐘にて今年の CATT 合

同例会は終了いたしました。

自分にとって初めての会場での４クラブ合同例会、少し緊張

気味で会場に入り、初めて

お目にかかる方が多い中で、

キャピタルクラブのみなさ

んの顔を見つけるとホッ！

と安心する僕がいました。

合同 例会という ことで

キャピタルクラブ以外のク

ラブのお話をたくさんうか

がい、これからのクラブラ

イフに生かせていきたいと

思います。

入会させていただいてか

ら約５ヶ月、だい

ぶキャピタルクラ

ブにもなじめてこ

れたかなぁと思い

つつの帰り道、傘

を忘れた事に気づ

きました。

雨がたくさん降

る中、ビショビショ

になり走って帰る

はめになりました。

ほんと、人生油断

は禁物ですね。ま

た、一つ勉強になりました。

2006年５月23日（火）
於 ウエスティン都ホテル京都

高谷泰市様

独身者へ結婚していない記念品？ 贈呈
左から豊田さん、村田さん、八木さん

青少年をどのように育てるか
八木 悠祐

５月も後半に入り、木々の葉が青々と茂

る季節になってきました。ここ最近は曇り

がちの天気が続き、野菜価格が高騰してい

るようです。

そのような中、高谷泰市京都 YMCA 名

誉主事をお迎えし、５月第２例会が開催さ

れました。

会食中、偶然にも私の中学の先輩である

ことが分かり、当時の四条大宮界隈の話を伺うことができたい

へん興味深かったです。

講演では「YMCAのミッション」という題材で、YMCAの

歴史（発足から全世界・日本に広がるまで、そしてご自身が携

られてからのご経験など）をユーモアを交えながらお話いただ

きました。その

中でも、肢体不

自由児キャンプ

でのソフトボー

ルを通して、ご

自 身 の YMCA
活動の意義を初

めて感じられた

とのお話を聞き、

大変感銘をうけ

ました。

今 、 私 達 が

YMAC の も と

いろいろな社会

奉仕活動ができているのも、先輩方のご努力のおかげなのだなぁ

と改めて感じました。これから YMAC の活動を支援させてい

ただく上で、大変有意義な例会になりました。

聖句の解説 子どもが大きくなっていく過程は、親にとって喜びであり、
また、悩みでもあります。「今日、笑った」「初めて歩いた」から「言うこ
とを聞かない」「昔は可愛い良い子だったのに」まで。

でも、どの時代にあっても、親の多くは子どもの健やかな成長と幸いを
祈るものです。

さて、子どものように、とはどのようなことでしょうか。汚れがないこ
とですか？ 純粋無垢なことですか？

そうではなくて、無力で総てをゆだねることです。私達の想いの中にあ
るのではなく、神様に総てをゆだねることです。

ごめんなさい

５月号に誤りがありました。
３頁「夜桜フェスタ」文中、
大門副会長は、大門次期会長でした。

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年間強調目標 PR
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正子・ダルマパーラン

久しぶりの五月晴 ５月25日（木）正午、ロイヤルホテル地

階広東料理「清華」でメネット懇親会がもたれました。

倫子会長の一年間ご協力いただいたメネットの皆様に感謝の

言葉で始まり、折角だから「紹興酒をいただきましょう」と勇

ましく注文しました。

水母
く ら げ

、さざえやささ身の前菜に舌づつみを打ち、続々出てく

る出てくる牛肉の細切り、海老のチリソース、茄子マーボー…、

とても美味しくいただきました。

久しぶりに顔を合わせて近況やらクラブの事、家族の事など

歓談しながら、メネット会長は是非経験してもらいたいね。ワ

イズやメン

の活動への

理解を深め

る上でも未

登場のメネッ

トさんには

頑張って欲

しいねとの

皆の意見。

お食事の

後は、倫子

さん念願の

世界のお茶マリアージュでティータイム。一頻り話に花咲かせ

解散しました。

参加者

‥

内廣、岡本、勝山、竹田、仁科、堀、山口、柳、

正子・ダルマパーラン

あなたの第二の人生は？
大門 和彦

都会と田舎の二重生活で安心食材ゲット
第二の人生か？ ひょっとすると私の場合は第三の人生になるのかも知れない。
私は25歳を過ぎた頃から、農家の家で育った訳ではないが農業に関心がある。

「何でなんだろう？」と考えたこともあるが、関心事に理由もないだろう。ただ野菜や果物を穫って、直ぐに食
する贅沢は自分で作るしかないだろう。

農業の作業そのものよりも 「新鮮で美味しい食べ物を安心して食べたい。」それも自ら育てたり採ったりしたも
のを…。その事が夢や目標になっている。

60歳を境に一線から退き、都会と田舎の二重生活が出来る準備をそろそろしなければならない。孫ができ、大自
然の中の生活を体験させ、穫れた食物をほおばり

「おじいちゃん、このだいこん、ほんまにおいしいな」
と満面の笑みで話す顔が浮かんでくる。

ちょっと待て！ 今私の息子は小学生、先ずは我が息子に経験させねば…。あっ時間と費用が全然ない…。トホホ。

豊田 貴志
私にとって第二の人生といわれると、21世紀の今日、終身雇用制が崩壊し、転職等多様なライフスタイルを送っ

ておられる方が多い中でも、定年後の60歳以降のことと思ってしまう保存的な人間です。
そんな保守的な私ですが、実際は25歳の時サラリーマン生活に終止符を打ち、自営を始め、また、代議士秘書を

経て、来年４月の統一選挙に向けて活動中、と数えればある意味、もう既に第三、第四の人生を歩んでおります。
まずは来年４月が人生の大きな岐路です。
そんな私ですから、60歳になる頃には「第何」の人生になっているかはわかりませんが、ずっとこのすばらしい

キャピタルの一員でおられたらと思います。あと普通の結婚生活も過ごせたらと思います（現在30歳独身です）。

香山 章治
ふるさと丹後へ帰る

私のふるさと丹後から出てきて早や20年以上が経ち、京都山科の生活の方が長くなりました。私の両親は健在で、
年に１～２回は親の顔を見に田舎に戻ります。年齢を重ねるごとに、私の生まれ育った田舎の良さを、身にしみて
実感してきた今日この頃でございます。

さて、私の第二の人生を考えたとき、このすばらしい環境の地をなしには考えられません。現在考えている構想
は、京都縦貫道が開通するまでに海の見える丘陵地を安く購入し、現職を生かして造成し宅地化します。その半数
以上を私も含めてキャピタルメンバーに購入（激安）してもらいます。魚を釣り、野菜をつくりほとんど自給自足
の生活を週に３回し、京都に戻り４日は仕事をします。

私は50歳からクッキングパパになることを決意しており（日曜日のランチのみ）、料理の腕を磨き、家族やメン
バーの人達と会食ができればと思っています。

この構想に賛同される方は今から申込みを受け付けいたします。
が、しかし……
まずは、ロケーションの良い安い土地をみつけなければ……。



メンバー

岡村 直人 6. 5 山田 英樹 6. 14
瀬本 純夫 6. 17 八木 悠祐 6. 29
メネット

田中 淳子 6. 8 大山 悠子 6. 11
コメット

石村 拓也 6. 3 竹田 悠佑 6. 4
山口昂一郎 6. 6 石倉 京 6. 12

田中 雅博・淳子 ご夫妻 6. 4

６月６日（火） 第１例会
６月17日（土） 第２例会 引継例会
６月20日（火） 合同役員会
６月25日（日） リトセン準備ワーク
７月４日（ 火） 第１例会
７月18日（火） 第２例会
７月25日（火） 役 員 会

＜報告事項＞
西日本区

西日本区大会 ６月10日～11日 名古屋国際会議場
東日本区大会 ６月３日～４日 仙台国際センター

京 都 部
CS・BF・TOF入金状況確認

三 役 会
夏の準備ワーク ６月25日（日）出欠確認
事業報告提出の件 ６月10日までに提出
会計清算

ＹＭＣＡ
チャリティーラン ５月21日（日）
会員総会

＜各事業委員会報告＞
Ｙサ・ユース チャリティーラン・夜桜フェスタ報告
地域奉仕 献血 今期献血された人の有無
ドライバー 第１例会 ６月６日（火）

講演 東京クラブ 高橋 章様
第２例会 ６月17日（土） 引継例会

ブリテン ６月内容報告
ファンド ファンド金額 938,080円
Ｅ Ｍ Ｃ 会則配布

大石さん退会の件
メネット 懇親会 ５月25日

ロイヤルホテル ９名参加
引継例会PT 予算案・内容報告

＜審議事項＞
大石さん退会の件 ６月末日 承認

＜報告事項＞
西日本区

国際大会 2006年８月３日～６日／韓国プサン
第一会場 BEXCO 第二会場 ホテルロッテ釜山

京 都 部
京都部会 2006年９月10日（日）びわこホテル

14

‥

00～京都部評議会開会
14

‥

30～部会登録開始
15

‥

30～第一部開会 17

‥

00 第一部閉会
17

‥

30～第二部開会 20

‥

00～20

‥

30 閉会予定
三 役 会

クラブ HP アルバム部分のみ他委託へ
納涼合同例会 ８月19日（土）招月庵

（先斗町六角）
会則について 改訂版完成（2006年度～）

ＹＭＣＡ
全国リーダー研修会

＜各事業委員会報告＞
各事業委員会 事業計画案及び予算案の発表

＜審議事項＞
各事業委員会 事業計画案の件 継続審議
一般会計予算案・特別会計予算案の件

継続審議
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第二回

森 常夫

梅雨のような天候続きで21日はどうなるか心配でしたが、

当日は最高の空模様でした。

９時30分開会式、佛教大学吹奏楽部の演奏と京都ノートル

ダム女子大学アミーガスのチアーダンスが大会を盛り上げて

下さいました。又当日の司会を当クラブの大門さんが受け持

たれ、素晴らしい進行をされました。

小学生の部では私が顧問をしている醒泉少補ランナーズが

優勝、選手宣誓も醒泉ランナーズの福本君が立派に宣誓して

くれたことを誇りに思いました。

一般の部グループランが済み、キャピタルメンバーの出番、

第一走者吉井さん、第二走者上野さん、第三走者山口さん、

アンカーは私。それぞれ皆さん力走され、引き継いだ私も一

生懸命走ってゴール。 さわ

やかな新緑の加茂川べりを

心地よく汗を流した一日で

した。

協力していただいた企業

のみなさん、 ワイズメンの

皆さんありがとうございま

した。
力走する山口さん

アンカー 森さんのゴール

HAPPY BIRTHDAY

HAPPY ANNIVERSARY

６月・７月予定抄

第14回 役員会議事録
2006年５月30日（火）19

‥

00～21

‥

00
ウエスティン都ホテル京都

第３回次期役員会議事録
2006年５月15日（月）19

‥

00～21

‥

00
YMCA 三条本館 202号室

編 集 後 記

メンバーの皆様には原稿の依頼に快く応じて頂きありが
とうございました。
おかげさまで12回のブリテンを無事に発刊出来たことと、
一年間のご協力に心から感謝申し上げます。

ブリテン委員
竹田博和（会長） 香山章治（委員長）
大石幸夫（副委員長） 橋本眞一


