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【　　月報告】

年間強調
目標PR

西日本区
強調月間

強い義務感を持とう　義務はすべての権利に伴う
 " TO  ACKNOWLEDGE  THE  DUTY  THAT  ACCOMPANIES  EVERY  RIGHT "

〔CLUB OFFICE〕京都ＹＭＣＡ　〒604-8083　京都市中京区三条柳馬場角　☎（075）231-4388

CHARTERED  28  Sep. 1983

今月の聖句

国 際 主 題：Ｉ　Ｐ　Henry Grindheim（ノルウェー） “Let us walk in the Light-together.”「ともに、光の中を歩もう」
アジア太平洋主題：Ａ　Ｐ　Tung Ming Hsiao（台湾） “Respect Y’s Movement”「ワイズ運動を尊重しよう」 
西日本区主題：Ｒ　Ｄ　大 野 　 勉（神戸ポート） 　2022年に向けて「心身の健康づくりから、クラブの健康づくりへ」“Healthy mind & healthy body make healthy club”
京都部主題：Ｄ　Ｇ　竹 園 憲 二（京都ZERO） “All Hands on Deck!”
メネット主題：ＲＳＤ　中 道 京 子（神戸） 「生きる！　希望を分かち合いながら」“Live, sharing hope!”

クラブ主題

会　長／田 中 升 啓
副会長／五十嵐由紀
　　　　田 中 雅 博
書　記／瀬 本 純 夫
　　　　山 口 雅 也
会　計／左 近 宏 崇
　　　　椿 森 昌 史

絆の力で越えていこう!!!
～一人よりふたり、二人より全員で！～

ワイズメンズクラブの活動をホームページ・ブリテンでクラブ内外の人達に事ある
ごとにアピールしましょう！

伊藤　剛　西日本区　広報・情報委員長（京都トゥービークラブ）

各クラブでメネット例会を企画し、メネットの参加を促しましょう。
国内プロジェクトへの理解を深めましょう！

中道京子メネット事業主任（神戸クラブ）
９月

2017. ９. １　発行
第37巻　第３号

通巻410号

2017　９

神の国は、飲み食いではなく、聖霊によって与えられる義と平和と喜びなのです。
このようにしてキリストに仕える人は、神に喜ばれ、人々に信頼されます。
だから、平和や互いの向上に役立つことを追い求めようではありませんか。

ローマの信徒への手紙 14 章 17 節～ 19 節

　今期若いメネットさんたちが、お家の事情やお仕事などでお忙しく、それなら出来る者
がと老骨ながらメネット会長をお引き受けしました。クラブは次期35周年を向かえ、メネッ
ト会長は順次毎年滞りなく継続されて私も３回目のお役です。
　前回は 11 年前で世の中もクラブもいろいろ変化していてとまどう事もあります。キャ
ピタルクラブの新旧メネットは、リトセン、サバエの夏の準備ワーク、視覚障害の方々を
サポートする「ふれあい広場」の参加、障害者施設「ベテスダの家」のバザー、クラブが
関係している地域活動の方々をリトリートセンターで１日楽しんでいただく「メタセコイ
ヤフェスティバル」などクラブの行事のお手伝いと懇親食事会、メネットファンドの実施
などで親睦を深めています。
　新しいメンバーのメネット、少し子育てから時間ができたメネット、女性メンバーなど
が「一人よりふたり、二人より全員で！」のクラブ主題にあるように、少しでもたくさん
の皆さんが年々ふえて楽しく交流が出来たらと思います。
　今期、京都部宮越メネット事業主査は「これからのメネットは？」について誰でもが関
わりやすいアプローチの仕方などを考えてほしいとおっしゃっています。ずばりキャピタ
ルクラブは、新旧メネット、女性メンバーも巻き込んで親睦を深めながら、メンをサポー
トしている現状をこれからも継続していけたらと思います。

Menettes

聖句の解説　「神の国は、飲み食いではなく」とはどういうことでしょうか。ユダヤ地方から
起こったキリスト教は、使徒パウロたちの伝道によって、当時の世界の中心であったローマに
も伝えられていました。
　ローマの市中では、ローマの神々に供え物として捧げられた肉を売っていたそうです。ロー
マの教会では、異教の神々にささげられた肉を食べることは、許されるか許されないかという
意見の対立が起きていました。
　それに対してパウロは、「神の国は飲み食いによってくるものではない。神様から与えられ
る義と平和と喜びなのだから、食べ物のことで互いに裁きあうのでなく、平和や互いの向上に
つながることを求めましょう」と教えているのです。

８
在籍者数　　37名
広義会員　　　1名
第一例会　　29名
メネット　　　6名
特別メネット　　2名
ゲ ス ト　　　0名
第二例会　　33名
メネット　　　0名
ゲ ス ト　　　0名
出 席 率　100.0%

切　　手　　　　0g
切手累計　　　　0g
現金累計　　　　0円
Ｅ　　Ｆ　　　　0円
Ｊ Ｗ Ｆ　　　　0円
EF・JWF累計　　　　0円

第一例会　44,000円
第二例会　10,000円
累　　計　63,000円

歓迎会ドリンク　13,062円
歓迎会カラオケ　10,100円
２次会でのファンド　3,620円
パンファンド　1,000円
累　　　計　29,282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　　4,307円
累　　計　129,395円

第一例会　　　　0円
第二例会　　2,724円
累　　計　　9,803円

第二例会　12,306円
累　　計　12,306円

一人よりふたり、二人より少しでも
多くのメネットさんと

メネット会長　山　口　弘　子

BFポイント

例会出席

ニコニコ

ファンド

献　血

130周年募金

130

九州北部豪雨支援募金

東日本大震災復興・支援募金
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創業 100 年の老舗の歴史
交流・ファンド委員　山　田　英　樹

　暑い暑い夏真っ盛り、キャピタルクラブの第
二例会が開催されました。田中升啓会長のお話
も天候の話しから。緊張の中にあっても、そろ

そろ時の会長らしさが随所にみられる素敵なスピーチでした。
　本日のゲストスピーカー、京都に住む我々にとってはなによ
りお馴染みの、進々堂の続

つづ

木
き

創
はじむ

社長のお話です。実はわたく
しこの例会をワクワクしながら待っておりました。言わずもが
なですが、仕事があってこそキャピタルクラブの活動も生きて
くるというもの、そう考えた時に先輩経営者の方々のお話は何
物にも代えがたい金言にあふれています。最近そんな卓話を聞
く機会も少なかった為、今日はとても楽しみにしておりました。
　やはりそのお話の内容、ワクワク期待した以上に素晴らし
かった。感激です。創業 100 年の老舗の歴史は小説よりも奇な
り。登場人物も内村鑑三や新宿中村屋店主相馬愛蔵、ヤマザキ
製パン創業者の飯島藤十郎など、大河ドラマか連続テレビ小説
にでも出てくるような豪華なお名前ばかり並びます。そして
我々ワイズメンズクラブにとって何より不思議なご縁が、進々
堂・続木家が敬虔なクリスチャンとして YMCA につながる事、

『進々堂』というお名前も新約聖書『ピリピ人への手紙』第３
章 13 ～ 14 節、『すなわち、うしろのものを忘れ、ひたむきに
前のものに向かって進み、イエス・キリストにおいて上に召し
てくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っ
ているのです』から命名されたという事。キャピタルクラブが
35 周年に向かい再び昇り竜が如く羽ばたくべき今このタイミ
ングで続木様の卓話を聞くことが出来たのも何か大きなご縁が
導いたモノなのかもしれません。
　やはり例会にあってこの卓話に耳を傾ける一時間はなにより
重要だと再認識しました。我がキャピタルクラブが誇るべき、
凛とした例会の要に間違いありません。
　『パン造りを通して　神と人とに奉仕する』が、『進々堂』社
是と仰ったが、私はまだまだ『〇〇を通して』さえ定かではあ
りません。神への奉仕も少し先のお話になりそうです。でもこ
んな風に『人へ奉仕する』事が出来たならば仕事もうまくいっ
てる証し、早くそんな日が来るように毎日過ごしていきたいと
思わせていただいた素晴らしい例会でした。私にとってはキャ
ピタルクラブの醍醐味の一つであると感じています。
　ご紹介いただいた大山孜郎さん、ご準備いただいた香山ドラ
イバー委員長に心より感謝申し上げます。また近い将来、キャ
ピタルの仕事人間たちに勇気を与えていただけるゲストがお越
しいただける例会を楽しみにしています。

納涼例会に参加させていただいて
交流・ファンド委員　蘇　理　裕　司

　うだるような暑さの日中を超えまさに納涼にふさわしい夕暮
れ、８月第一例会、『納涼例会』に参加させていただきました。
　日本近代建築の巨匠　武田五一氏の設計による島津製作所旧
本社ビルという名建築を会場に選択されたことにも感銘を受け
ました。とはいえ、納涼会当日は、事前知識もなく、少し遅刻
気味に入場した私は多少動揺しており、同じテーブルの田中雅
博さんから、
　『この建物は元島津さんの建物らしいよ』と教えていただい
たのですが、『あの、島津藩ですか！』と大ボケをしてしまい
ました。徳川時代の建築としては近代的すぎますね。赤面です。
　今回の企画は、あらかじめ１から６までの数字のお題が決め
られている「サイコロトーク」が行われ、それぞれのお題につ
いての楽しいスピーチが皆さんからありました。
　例会では毎回、諸先輩方には、多くの教訓をいただき、帰宅
時には『また、明日から頑張ろう！』という気持ちにさせてい
ただき本当に感謝しております。
　今後の活動でお役に立つのが何よりのおかえしになると思っ
ております。また、この紙面をお借りましまして私の歓迎会に
は多くの方にご参加いただきこころより、感謝申し上げます。
　若輩者ではございますが今後ともよろしくお願いいたします。

いらっしゃい !!!
蘇理さん歓迎会

ドライバー委員長　香　山　章　治

　７月31日（月）PM7:00 よりプレノタートで蘇理さんの歓迎会
が行われました。入会は６月６日ということで前期になるので
すが、今回 EMC 委員長石倉尚さん中心に今期 EMC 委員会主
催で開催されました。
　参加者総勢 29 名と、いつになく多くのメンバーが集まり、
これも蘇理さんのお人柄の表れだろうと思いました。
　まずは会長から蘇理さんへのこれからの期待の言葉が述べら
れ、続いてスポンサーである私の挨拶、そして直前会長森繁樹
さんの乾杯でスタート。手作り感満載の歓迎会ということで、
元メンバーの村田さんのおいしい手料理と、お酒はファンドで、
連日暑い日が続いていますが、本日も酷暑。ビールの売れゆき
はすごかったです。
　蘇理さんは丁寧に各テーブルを廻られ、メンバーシップをさ
らに深めておられました。
　最後に参加者皆さんで寄せ書きをし、蘇理さんに手渡しされ、
これで晴れてメンバーの仲間入りという感じでした。おめでと
うございます。
　これからもキャピタルメンバーと共に、公私
共々苦難に立ち向かい、喜びも悲しみも分かち
合っていきましょう！
　その後はファンド委員会主催カラオケ大会～。
飲んで歌って夜はふけていきました。

リトリートセンター　ワーク
広報・ブリテン委員長　宮　﨑　順　巳

　８月27日、リトリートセンターのワークに参加しました。
　前回のワークとは違い、とても良い天気での作業となりました。
　キャピタルクラブのワークは施設の排水場所に水が溜まり、
足元が悪くなるのを防止する為の砕石敷き均しとグリーンチャ

ペル周りの草刈りです。
　砕石の敷き均しは木
陰になっている場所で
の作業なので、これは
いい条件で仕事ができ
ると喜びましたが、ス
コップで砕石を撒くの
はとても辛い作業で、

８月第一例会 2017年8月5日（土）　19:00～21:00
ウェスティン都ホテル京都 ８月第二例会 2017年8月22日（火）　19:00～21:00

ウェスティン都ホテル京都

続木創社長
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　　Ｙサ事業懇談会（５月８日）
YMCAリトリートセンター特別事業委員長　亀　井　久　照

　田中会長と参加してきました。今期の京都部 Y サ事業主査
は、京都クラブの合田太一さんです。30 代のとても若い方が
務められるので少し驚きました。今期の事業主題は「TRY IT 
NOW」です。やってみよう、挑戦しようという意味です。積
極的に Y サ事業をやっていこうという内容です。
　加藤総主事と藤尾さんの挨拶のあと、Y サ事業の年間スケ
ジュールが発表されました。我がキャピタルクラブは、全体の
約半数程度支援参加していますが、他にもまだ多くの事業を京
都 YMCA と他クラブが支援されています。府立医大の小児病
棟に入院している子供達の支援なども私は興味があり、機会が
あれば参加してみようと思っています。
　Y サ事業は沢山あり、シンドイという意見がありますが、原
因の一つはメンバー増強でもあると思います。EMC 活動は、
Y サ事業にとっても大事な事であると思います。
　次期に何かを伝える事が出来るよう、今期 Y サ委員長の倉
見さんと共に頑張りたいと思います。是非、ご協力ください。

　　PR事業懇談会（６月５日）
地域奉仕・環境委員長　八　木　悠　祐

　ハートンホテル京都にて、次期 PR 委員会懇談・懇親会が開
催されました。京都部の各クラブより、37 名の次期会長と広
報ブリテン委員長、PR 委員が集まり賑やかに開催されました。
キャピタルクラブからは、田中升啓次期会長、宮﨑次期広報ブ

リテン委員長、金原次期 PR 委員長、八木が参加してまいりま
した。
　冒頭に竹園次期京都部部長より、ワイズメンズクラブにおけ
る広報への熱い思いが語られました。次期はキャピタルクラブ
より金原さんが、京都部 PR 委員長として京都部のワイズメン
ズクラブの広報を担っていただきます。
　次期は、京都部主催でワイズデーを行い、広くワイズメンズ
クラブをアピールする旨のご説明を金原 PR 次期委員長よりい
ただきました。
　その後の懇親会では、お酒を酌み交わしながら各クラブの広
報活動について、意見交換をいたしました。ホームページや
SNS を使ってイベントを発信しているクラブやリーフレット
に力を入れているクラブなど、各クラブで広報の仕方は様々で
したが、広報をしてワイズンメンズクラブの名を知ってもらい、
メンバー増強につなげたいという思いは各クラブ共通でありま
した。
　10 月 14 日のワイズデー、たくさんのメンバーで参加協力した
いと考えますので、ご協力の程よろしくお願いいたします。

　　EMCシンポジウム（７月３日）
EMC委員長　石　倉　　　尚

　京都 YMCA で、塚本 EMC 主査による EMC シンポジウム
が開催され、田中升啓会長と私で参加しました。
　東稜クラブの三科 EMC 主査のご講演、提出書類の説明や塚
本 EMC 主査から現状の報告等のあとは、質疑応答です。今期
は例会充足率での表彰が新設され、いろいろな質問がでました。
新たな試みは大切です、まずはやってみよう！　です。
　その後の懇親会には主査輩出クラブのウエストより７名の参
加です。主査に対しての温かいサポートを感じました。塚本主
査をみんなで盛り立てるためにも各々の目標を達成しようと誓
いました。

阪神淡路大震災
大　門　和　彦

　阪神「香露園駅」近くのマンションに移り住んで約１年。
　野球界との別れを決心し、一般社会人として再スタート
を切ったばかりの1995年１月17日午前５時46分52秒、
あの“阪神淡路大震災”が自宅のマンションを襲った。
　爆音と共に大きな揺れ、突き上げるよう浮遊感。ただ事
ではないことは想像できた。
　家には妻と子供もいるが、「シーン」と静まり返っている。
慌てて２人の部屋に行くと殆どの家具が倒れ部屋はグチャ
グチャになっている。
　薄暗い中、何とかベッドの上で震えている妻を確認でき
たが、息子が見つからない！　いつも寝ているはずのベ
ビーベットの上には大きな箪笥が倒れている。慌てて箪笥
を跳ね除け下から息子を引っ張り出した。２人の無事を確
認できた安心感から、少しずつ冷静さを取り戻せた。恐る
恐る他の部屋の様子を見に行くと……
　普段、部屋の角に鎮座していた大きなテレビがリビング
の真ん中にひっくり返り、サイドボードも全て倒れ硝子も
割れている。妻の趣味でもあった食器類も全て粉々に割れ
ている。冷蔵庫も洗濯機もステレオも全てが倒壊していた。
　普通なら、そんな状況を目の当たりにすると、落胆し、
情けなさや虚しさ悔しさといった色んな感情がこみ上げる
ものだが、不思議とそんな気持ちにならなかった。
　その時はただ、家族３人（当時）の命が助かった事だけで
充分幸せだった。事実、心底ありがたいと感謝もした。
　「この大震災によって、贅沢三昧だった選手時代から、大
きく価値観が変わった瞬間でもあった」……はずだった。

　情けないことに、時間と共に記憶が薄れ、強欲な部分が
時々顔を見せる時がある。
　「あかん！　あかん！」と言い聞かせ、第三の人生を考え
始めた今日この頃です。

激動の 0.1 世紀
幡　南　　　進

　宮﨑広報ブリテン委員長より 10 年位前の節目に付いて
記事を書いて欲しいと電話があり、立ち止まり今までを振
り返りました。キャピタルクラブに入会して 11 年目とな
りますが、記憶を辿ると、丁度 10 年前 DBCで鎌倉の大
仏様を見に行った後に私の人生が大きく変わりました。そ
の時が良くも悪くも私にとって大きな節目です。
　自分の甘さに反省する。その時以来、365 日 24 時間、
仕事に没頭しています。あの時、あの切っ掛けがなければ、
今の会社も続けられていなかったかもしれない。その様に
振り返ります。人には厳しく自分には甘い。そんなつもり
はなくても、言われるまで解らなかったかもしれません。
今では「感謝している」と伝える事も出来ました。それ以来、
自分に厳しく！　人には優しく！　を心掛けています。が、
出来ているかどうかは微妙です。（笑）
　あと、約 10 年間続けている事が有ります。毎月１日の
安全祈願、毎日の掃除と水撒きです。ありがたい事に大き
な事故もなく、健康で居る事で続けられています。
　最後に、クラブの皆様にもお力添え頂き、多くの皆様方に
支えられて今がある事に、心より感謝しお礼申し上げます。
有難うございます。今後とも末永く宜しくお願い致します。

ものの数分で息切れと腕がパンパンになってきているのを感じ
ました。ただ砕石を敷き均すだけではなく、水が流れるように
簡易な水路を作る。こういった工夫をされるのは皆さんプロだ
なと感じた瞬間でした。その後の石倉さんの「後で水を流して
遊ぼ」にはほっこりとしました。
　その作業から離れて、椿森さん、左近さんと草刈りの作業へ。

椿森さんだけがナイロンの刃だった為に体中が草だらけに。金属
よりナイロンの刃の方が周りに飛ぶんだな～と普段しない草刈の知
識を得ました。そうこうしている内に昼になり、美味しいカレーを
いただきました。お昼からは草刈の後片付けの予定だったのです
が、刈ったままにしておいた方が草が伸び難いとのことで作業は
終了となりました。皆様、とても暑い中での作業、お疲れ様でした。

人　生　の　節　目

京都部各種懇談会へ参加
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〈京都部報告〉　
７月31日（月）　国際・交流事業懇談会
８月21日（月）　第３回 PR 委員会
９月10日（日）　京都部第２回評議会

〈YMCA報告〉　特になし
〈三役会報告〉　特になし
〈各事業委員会報告〉
・YMCAサービス・ユース事業委員会　

Y サアワー：11 月第二例会＜内容＞ YMCA リーダーの発表
クリスマスロビーコンサート：12月３日（日）のみ開催
３回公演　会場 ゼスト御池
・YMCAリトリートセンター特別事業委員会　

８月27日リトセンワーク　12名参加　安全に留意して作業
Y サ献金 29 名　９月第二例会でも実施
わんぱくチャレンジ　11月12日予定
リトセンオータムフェスタ　11月19日予定
・地域奉仕・環境事業委員会　

ふれあい広場：詳細の確認
ベテスダ祭り：開催内容の刷新が検討される
10月14日京都部ワイズデーチケット販売
　大人36枚　子供１枚
メタセコイヤフェスティバル：５月20日（日）で仮予約
スペシャルオリンピックス：京都 YMCA の依頼で参加者
募集（わんぱくチャレンジと日程重複する）
・ドライバー事業委員会　

開催済み例会の報告
９月以降～年内の例会内容の確認
新年例会、花見例会の会場を仮押え済
・交流・ファンド事業委員会　

ジャガイモファンド　例年の２割増しをめざす
販売用通販サイトを開設　ファンド実績の報告
交流事業：DBC日程　３月24日（土）～25日（日）の予定
IBC 交流、11 月頃に実施可能性あり
IBC・DBC 調査票の作成
・広報・ブリテン事業委員会　

９月号の骨子を検討
・EMC事業委員会　

EMC 事業報告書の提出（蘇理さんの歓迎会）
例会出欠状況の確認

〈審議事項〉　
・35 周年記念実行委員長　山田英樹さんに決定

〈その他〉　
・次次期会長選考を９月から開始する予定
次回三役会　2017年９月20日（水）19：00 ～
次回役員会　2017年９月26日（火）19：00 ～

メ　　ン　菅原　樅一　９月11日　　長谷川幸昌　９月11日
　　　　　加藤　俊明　９月28日
メネット　山口　弘子　９月16日　　菅原由利子　９月20日
　　　　　山田とも子　９月20日
コメット　山田　智也　９月12日　　八木　　築

つき

　９月19日

西村　融正・和歌子　ご夫妻　９月10日
亀井　久照・三千代　ご夫妻　９月15日
吉井　崇人・香　月　ご夫妻　９月17日

編集後記
　皆様から色々と教えていただきながら、夏を乗り越えて秋へと向かうことができそうです。例会だけでなく、行事
に参加するとキャピタルクラブの面白さが、どんどん分かってきた気がします。リトリートセンター、サバエのワー
クに参加させていただき、暑くて、しんどいけれど、充実感がある。昨年とは違う夏を楽しませていただきました。
これも全て温かく接してくださる皆様がいてこそなんだなと感じます。いつもありがとうございます。

広報・ブリテン委員長　宮﨑順巳

京都トゥービークラブ 20 周年記念例会
会　計　椿　森　昌　史

　８月26日（土）ANA クラウンプラザホテル京都に於いて、京
都トゥービークラブ 20 周年記念例会が開催され、多数のワイ
ズメンが参加し、キャピタルクラブからも田中会長をはじめ、
16 名が参加、盛大な記念例会を楽しませていただきました。
トゥービークラブ青木会長の開会点鐘の後、会場のライトを落
とし、トゥービーメンバー全員が壇上に整列、厳かな雰囲気の
中で、一人づつメンバーを紹介、20 周年を迎えるクラブとして、
新たな決意を感じるオープニングでした。
　全体の設えとしては、DJ ブースを設け、人気の DJ しもぐち
☆雅充のテンポの良い、明るい司会が会場を盛り上げていまし
た。イントロクイズのアトラクションでは、石倉さん、香山さん、
亀井さんが賞品をゲット。また、DBC を締結される沖縄クラブ
の沖縄民謡生演奏では、会場全
体が沖縄色一色になり、みんな
が踊って盛り上がりました。
　さて、キャピタルクラブも来
年度、35 周年記念例会を予定し
ています。色々と不安もありま
すが、それ以上に楽しみを膨ら
ませて、良い記念例会にしたい
ですね。

　　地域奉仕・環境役員懇談・懇親会（７月 13日）
地域奉仕・環境委員　志　田　育　夫

　ホテルモントレ京都で、19 時 30 分～ 21 時 30 分まで行われ
ました。私は、五十嵐さんと出席をし、その他に京都部の役員
として金原さんもご出席されていました。
　千賀さん（京都部 CS 主査）が CS 事業についてお話をされ、
吉田由美さん（西日本区 CS 主任）による乾杯があり、歓談が
始まりました。各クラブの CS 事業紹介が行われ、皆様の活発
さがうかがえました。当クラブの紹介は五十嵐さんに行ってい
ただきました。終始和やかな懇談会でした。

　　国際交流懇談会（７月 31日）
交流・ファンド委員長　山　田　隆　之

　京都 YMCA で、京都部部長を始め京都部キャビネット、京
都部全クラブの会長、交流委員長が出席される中、開催されま
した。昨年チャーターされたばかりの北京都フロンティアクラ
ブの出席がとても新鮮な感じがしました。
　各クラブが順番に IBC・DBC の現状と今後の予定を発表さ
れ、各クラブの交流の状況がよくわかりました。
　新しい会員も増えましたのでこの機会に簡単にキャピタル
クラブ状況を説明しますと IBC は 1986 年４月１日に韓国釜山
ベゼルクラブと調印し、20 数年来、子弟交換留学や毎年お互
いのクラブを訪問するなど活発な交流をしてまいりましたが、
10 年ほど前に突如連絡が取れなくなり、それ以来音信不通の
状態が続いていました。ここ数年新しい IBC の締結をめざし、
情報を収集のためにアジア大会に出席したり、フィリピンの
クラブを訪問するなど IBC 締結に対する模索をしてきました
が、昨年の国際大会で東京クラブの IBC 先でもある、台北ア
ルファークラブと 2016 年８月６日に IBC を締結し、これから
の交流が楽しみな状況です。
　また、DBC に関しては名門東京クラブと 1994 年３月 20 日
に締結し、毎年合同例会を持つなど活発な交流が続いています。
　このような IBC・DBC に関する説明とファンドに関する情
報交換をし、大変参考になる時間でした。

2017年８月29日（火）19:00～20:45
ウェスティン都ホテル京都　平安の間

第２回　役員会議事録

HAPPY BIRTHDAY

HAPPY ANNIVERSARY

大野理事を囲んで


