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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）
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　今期はYサ委員会とリトセン特別事業委員会の二つの委員会体制でスタートしました。
YMCAをサポートするメイン事業が多いので、委員長の負担を減らすのが狙いですが、
残念ながら幾つかの事業が中止になってしまいました。国際協力街頭募金、クリスマスロ
ビーコンサート、インターナショナルチャリティーランなどが諸事情で中止になってしま
いました。しかし今後、大きな事業をクラブで行う年度には特別事業委員会を設けて対応
出来る事が分かったので、良い試みだったと思います。
　例年の課題である新たなファンド事業や、CS 委員会の新たな支援事業などを実行する
ときなどは、委員長の負担が増えないように特別事業委員会でスタートして軌道に乗せる
事も出来そうです。それには、期が始まる前に詳細を決める必要があるので、複数年での
計画が必要となります。例えば、単年度の委員会運営にならないように、委員長が次期の
副委員長、副委員長が次期の委員長を務めるという体制です。私も幾つかの委員長をさせ
ていただきましたが、経験を次期委員会に十分伝達出来ていなかったと思います。引継ぎ
の書面はできても、それ以上の事は生かす事が出来ていなかったと思います。森繁樹会長
期の歴代委員長の座談会開催は同様の趣旨で良かったと思います。
　一方で、京都YMCAの加藤総主事や藤尾さんからは、「YMCAを手厚くサポート出来
る体制にしていただき、これからも宜しくお願いします。」と声をかけられ、返す言葉に
戸惑う事が幾度かありました。今期残りの大きな事業は、Ycup ミニバスケットボール大
会と夜桜フェスタになりました。バスケットでは、焼きそばと牛丼を提供しますので是非
ご協力ください。
　今回、自分なりに二つの委員会体制でどうだったのかについて考えてみました。賛否両
論あるかもしれませんが、皆さんはどのようにお考えでしょうか。でもやっぱり皆でワイ
ワイ、失敗しても楽しい思い出が残り、私は楽しませてもらっています。

聖句の解説　当時ローマの教会では、ユダヤ人の信徒とユダヤ人以外の信徒との間で不和が
あったようです。教会というと皆が互いに仲が良いように思われるかも知れませんが、時と
場合によっては、信徒の間であっても不和が起こることもあります。これは教会に限らず人
が集まるところでは、どんな集団でも可能性のあることでしょう。他者を受け入れることは
難しいことです。特に自分と意見や感性の異なる人であればなおさら難しいことです。そん
な私たちにパウロは、「あなた方自身がまずキリストに条件なしでそのまま受け入れられた
ではないですか。だからあなた方も互いに相手を受け入れなさい」と説くのです。

２
在籍者数　　35名
広義会員　　　1名
第一例会　　28名
メネット　　　0名
特別メネット　　0名
ゲ ス ト　　　0名
第二例会　　29名
メネット　　　0名
ゲ ス ト　　　3名
出 席 率　　97%

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　12,000円
第二例会　　7,350円
合　　計　19,350円
累　　計　199,350円

パンファンド　　1,000円
パンファンド　　600円
チャリティーバザー　　1,000円
合　　　計　　2,600円
累　　　計　829,351円

献　　血　　　0cc
成　　分　　　2名
累　　計　　　0cc
成分累計　　　4名

第一例会　　2,928円
第二例会　　3,890円
合　　計　　6,818円
累　　計　161,367円

第一例会　　2,404円
第二例会　　2,092円
合　　計　　4,496円
累　　計　37,661円

だから、神の栄光のためにキリストがあなたがたを受け入れてくださったように、
あなたがたも互いに相手を受け入れなさい。

ローマの信徒への手紙　15 章７節

JWFは皆様の厚意によって支えられています。
個人やクラブの記念に合わせて献金をお願いします！

森本榮三 JWF管理委員長（大阪高槻クラブ）
ＪＷＦ

特別事業委員会について
YMCAリトリートセンター特別事業委員長　亀　井　久　照

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

東日本大震災復興・支援募金
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Ｔ Ｏ Ｆ 例 会
書　記　瀬　本　純　夫

　定刻にTOF例会が開始され、今期も７ヶ月が過ぎ、田中会
長の挨拶も見事なものになってきています。最初にクラブより
スペシャルオリンピックス日本・京都に対する支援金が副会長
の岡本さんに贈呈されました。
　本日の例会は TOF 例会という事で、節食例会とし、TOF
献金として、西日本区に送金されます。
　最初に、八木地域奉仕・環境事業委員長より、TOF例会と
して、委員会が集めている各種献金についての詳細について話
がされました。今回は特にTOF献金についての使途について
詳しく説明がなされました。飢餓に苦しむ子ども達のみでなく、
多種多様な支援プロジェクトが国際レベルで行われている事業
を具体的に教えて頂き、改めてその重要性について再認識する
ことが出来ました。
　続いて、京都YMCA専門委員会のメンバー（船木順司様、
牧野万里子様、人見晃弘様）による、YMCAの新しいブランディ
ングについての詳細が説明され、これから向かうYMCAの方
向性やワイズとして、何をなすべきなのかが少し理解できたよ
うに思います。委員会メンバーの皆様、ありがとうございまし
た。
　最後は２月のHBと HA、ニコニコで定刻でのお開きとなり
ました。

古典落語の会
交流・ファンド委員　仁　科　保　雄

　待望の３名のメンバーゲストをお迎えし、田中升啓会長の熱
気溢れる挨拶に始まった例会でした。ゲストそれぞれの方々の
ご挨拶の中にも、クラブに対して魅力を感じていただいた方も
あったように思われます。ぜひご入会頂きたいものとメンバー
全員が感じていたことと思いました。
　ゲストスピーカーには「女性落語家の桂　二葉さん」を迎え、
懐かしい古典落語を聞かせていただきました。若いメンバーの
方々には全く知らない落語であったかもしれませんが、私たち
（70 代）の世代には懐かしさで、つい話の中身に聞き入ってい
ました。
　私たちの世代はラジオが唯一の楽しみで、今のようにてテレ
ビやゲーム機など全くない時代でしたので、ラジオから流れて
くる落語や漫才、歌謡曲が毎夜残業をしている私たちには大き
な癒しでありました。
　落語の「時うどん」の、今何時きやー、また子褒、桂　春団
治師匠のいかけ屋で話の中「おったん、わたいびょーき」といっ
た子供と、いかけ屋との会話の面白さを思い出していました。
　ますます「桂　二葉さん」のご活躍を期待するとともに、こ
れからもこのような話の聞ける例会が持たれることを楽しみに
しています。

Time of Fast Grobal Project Fund

　２月は（TOF=GPF）として、ワイズでは 40 年以上
前から行われており、ワイズの国際活動として広く知
られています。
　わたしのクラブでは、（ノールウェー、オステンスタッ
ドクラブ）ではこの期間に一つか二つのTOF-GPF を
選び、地元のYMCAと協力してある目標を決めて基金
集めを積極的にし、例会の終わりにそれを寄付します。
　このクラブの活動は長年継続され、私たちのクラブ
はノルウェー地区で寄付額においても高い評価を受け
ています。皆さんの地区でもぜひやってみてはいかが
でしょうか？
　国際基金への寄付を通して、我々の運動が、援助を
求めている人に手を差し伸べているということを実感
するよい機会になります。このようなアイデアはほか
にもあるでしょうが、ぜひ実行してください。

国際会長　ヘンリー・グラインドハイム

（出典　IPEニュース 2018 年１月）

２月第一例会 2018年2月6日（火）　19:00～21:00
ウェスティン都ホテル京都 ２月第二例会 2018年2月20日（火）　19:00～21:00

ウェスティン都ホテル京都

桂　二葉さんの落語

田中会長と桂　二葉さん
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長寿の秘訣とリーダーシップ
―DBCの締結に寄せて―

東日本区国際・交流事業主任　　　
進　藤　重　光（東京クラブ）

　京都洛中ワイズメンズクラブと富士五湖
ワイズメンズクラブのDBC の締結は、東
西の日本区にとっても非常に喜ばしい出来
事でした。この二つのクラブに共通する特
長は、世界的に名立たるビュースポットで
もあり、ともに長年、確かなリーダーシッ
プに育まれてきたという点でしょう。

　この点について、カリフォルニア大学の二人の教授が 1500
人を対象に 80 年間調査した研究成果（『The Longevity Project
（長寿計画）』（ハワード・S・フリードマン、レスリー・R・マー
ティン共著）が思い出されます。
　これによると、今までの長寿の秘訣についての研究では、生
きていく上で「他者から愛される感覚」が必要だとされていた
そうですが、この研究では、愛されている実感は、寿命に直接
影響することがなく、むしろ知人、友人が多く、定期的に会う
相手がたくさんいる人ほど、つまり社交ネットワークが大きい
人ほど、長生きできるということがわかったといいます。
　その意味では単純に人と接する機会が多ければ多いほど良い
ことを意味し、高良 聖教授（臨床心理士・明治大学文学部心
理社会学科）によれば、心に「ゆとり」や「余裕」を持ち、自
分の居場所のある人が健康で長生きし、社会的ネットワークの
広い人ほど長寿であるという結果だそうです。「誰かに愛され
ているという実感より、社会や家族から必要とされている実感
の方が人を長生きさせる。哲学的に聞こえるかもしれないが、
それが科学的事実だ」（フリードマン教授）。
　そういえば、中国との劇的な和解を果たした第 37 代米国大統
領リチャード・ニクソンは次のように述べています。「二十世紀
は医学革命の時代。人間はより長く生き、より長く健康であり
続けることができるようになった。だが、それ以上に、偉大な
指導者の上昇を助けたのと同じやる気、同じスタミナが、高い
地位についてからも彼らを助け、他人が引退してからも元気に
働かせたのではないか。人間が老けるのはみずからが老けるの

を許容する場合が多い。われわれは進んで
戦列を離れ、腰を下ろし、自分から活動を
やめることによって老人になる」。
　自分のテリトリーを離れ、国境も超えて、
ワイズが IBC・DBCにより普段から実践し
ているユニークな奉仕の繋がりやリーダー
シップは、私たちの知見を増し、友情を育
むだけでなく、健康と長生きについても大き
な期待を与えてくれそうです。

富士五湖ワイズメンズクラブ 15 周年
京都洛中ワイズメンズクラブ 30 周年

記念合同例会・DBC締結式

直前会長　森　　　繁　樹

　２月３日（土）ANAグラウンプラザホテル京都で、記念合
同例会とDBC締結式が行われました。
　第一部の式典が 16 時より開会点鐘で開催されました。式次
第「ご参加者」の一覧表には、176 名の氏名が記載されていま
したが、今流行りのインフルエンザや風邪で直前欠席が、京都
YMCA亀井理事長、竹園京都部長をはじめ、10 名近くおられ
インフルエンザの猛威を感じました。
　東京クラブの進藤さんが東日本区の国際・交流事業主任とし
てDBC締結に立会うために来られていて旧交を温めました。
　式典では、富士五湖ワイズメンズクラブとのDBC締結式が
厳かに行われました。富士五湖クラブには富士山例会と言うも
のがあり、名前の通リ富士山に登って富士山五合目「佐藤小屋」
という山小屋で例会をすると言うもの、機会があれば一度参加
してみたいと思いました。
　式典後半では、日本介助犬協会の皆様と介助犬とのデモンス
トレーションがあり、介助犬の賢さと可愛さに会場が和みまし
た。介助犬１匹育てるのになんと約 240 万円かかるそうです。
キャピタルクラブでも介助犬の例会が開催され介助犬の賢さ、
必要性を知ってもらうのもいいのではないかと思いました。
　第二部懇親会では、参加者全員で、「燃っ、えろよ、燃えろー

よ」というフレー
ズで“燃えろよワ
イズ”という歌を
何度も何度も大合
唱し盛り上がりま
した。私はキャン
プファイヤーを思
い出しました。後
半 で、CATT 合
同例会のアピール
もさせて頂き、20
時に閉会となりま
した。

参加者　石倉、岡本、加藤、八木、山田（隆）、山田（英）、金原、
森（繁）、田中（升）　９名

DBC締結をした富士五湖クラブと京都洛中クラブの皆さん

進 藤 さ ん と 介 助 犬 と 一 緒 に
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ネパールチャリティーバザー
会　計　左　近　宏　崇

　２月 12 日ネパールチャリティーバザーに参加してきました。
　京都YMCAとパートナー関係にあるネパールYMCAが運
営する貧困家庭出身の子や内戦により親を失った子など、さま
ざまな事情を抱えた子ども達が暮らす児童養護施設の子供たち
が仲間と共に学校に通い、日々の生活が送れるようサポートす
るために開催されるイベントです。
　出店内容は、民族衣装体験、世界の屋台、朝採り野菜の直売、
ネパール製品バザー、ネイルアート等々、所狭しと軒を並べて
いました。話は逸れますが、メンバーがバザーで購入されてい
た帽子付マフラーは秀逸でした。
　我がキャピタルクラブはクラブ事業として今回も正子・ダル
マパーラン特別メネットのインドカレーの老舗「ケララ」さん
にカレー２種類、タンドリーチキン、タピオカコロッケ、ナン
をご用意頂き販売。会場の三条本館が耐震等改修工事中で来館
者が減るのではと心配しましたが、早々に完売でき、販売収益
にキャピタルクラブ支援金を加えた 38,896 円をお渡し出来ま
した。
　お手伝いのメンバーもお相伴にあずかり大満足のなか、解散
となりました。

参加者　五十嵐、石倉・コメット、岡本、金原、亀井、倉見、
瀬本、田中（升）・コメット、西川、幡南、正子・ダルマパー
ラン、宮﨑、森（繁）、八木、山口特別メネット、左近

18 名　

京都部チャリテイボウリング大会
ドライバー委員　菅　原　樅　一

　恒例の［京都部チャリテイボウリング大会］が、２月 25日、
“しょうざんボウル”にて開催されました。キャピタルクラブか
ら総勢 16名が参加しました。クラブ対抗戦は、残念ながら入賞
できませんでしたが、個人戦では左近さんが、思いもかけず（失
礼！）金メダルを獲得されました。
　ゲーム開始前には、［腰が痛い］と言って、「痛みを和らげる為」
の“薬のようなもの”を飲んでおられましたが、ゲームが始ま
ると、特別、ボウルにスピードは無いが、スペアを確実に取り
に行く正確なコースと安定したフォームで、363 点の高得点を
たたき出し、みごと優勝。おめでとうございます。
　仁科さんのマゴメットさん、田中升啓会長のコメットさんも
交えて、和気あいあい、皆様それぞれ自分流で、ゲームに熱中
し楽しんでおられました。大会終了後は、優勝者、左近さんを
囲み、飛び入りの香山さんも加わり、９名で“あと会”があり

ました。鳥鍋にお酒を酌
み交わしながら、ワイワ
イガヤガヤと、山田隆之
ファンド委員長の今期目
標額達成の秘策等々、ワ
イズ談義に花が咲きまし
た。程よい運動で心身と
もにリラックスできた、
良い一日でした。

大会参加者　五十嵐、金原、亀井、香山、左近、志田、菅原、
田中（升）・コメット、椿森、西川、森（繁）、仁科・メネッ
ト・マゴメット、八木、山田（隆）　17 名

優勝の一言　「やったりました !!」
左近宏崇さん

　一等賞。この日の為に１年間調
整し、当日も２時間前に会場入り
して入念にレーンを確認した事が
報われたこと、嬉しく思います。
と言いたいところですが、本当は
腰痛がひどく、その緩和？の為に
お酒を飲んでおりました（笑）
　１ゲーム目 162 点　２ゲーム目
201 点　合計 363 点でした。

京
都
新
聞　

２
０
１
８
年
２
月
13
日
掲
載

110位の飛び賞ゲットの
五十嵐さんと
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起 業 し た 時

香　山　章　治

　人生の節目ということになりますと、やはりサラリーマ
ンをやめ、会社を立ち上げたことになるのでしょうか。
　私は、土建屋の二男坊として丹後の田舎に生まれ育ちま
した。両親ともに学はありませんが、人間としての教育は
それなりにきびしく受けたように思います。その中で、親
が商売をしていたということもあったのか、少なからずと
もその影響を受け、いずれ自分も何かしら商売をするだろ
うとぼんやり思っておりました。
　38歳の時に自然とまわりからそんな空気も流れ、とんと
ん拍子で会社を起こし2000年４月より開業することにな
りました。ふと気がつけば、18年が経とうとしています。
　たいした困難もなくここまである意味順風満帆で来られ
たのかなあと思います。しかし振り返るとよくこんなあぶ
ない事をとも思います。怖さ知らずとは恐ろしいことです。
でも基本は正直、真面目が一番。
　私も56歳になりましたが、これからは体力、気力もだ
んだん衰えると思いますので５年毎を節目にして自分とよ
く相談して今まで通り「マイペース！　マイペース！」を
モットーに一歩ずつ前に進んでいきたいと思います。
　メンバーの皆様、これからも苦楽をともに語り合える仲
間の一人でいたいと思っております。どうぞよろしくお願
いします。

龍谷大学理工学部での体験

長谷川　幸　昌

　高校生の頃、化学だけは得意だった私は薬学部を目指
しましたが受験に失敗したので、化学が活かせる龍谷大
学の理工学部に入りました。理系は４回生になると研究
室へ配属されますが、最後の一年ぐらいはちゃんと勉強
しようと思い、一番厳しいとされる研究室を志願しまし
た。
　入ってみると案の定厳しく、あらゆる点にダメ出しを

され悔しい思いもしました。最初はレポートの書き方や
パソコンの使い方といった基本的なこと。それが大体出
来てくると容赦のない指摘は研究内容になります。
　指摘というより議論になるのですが、教授はひたすら
「なぜ」と聞いてきます。その時に、しっかりと理論武装
をしておかないと話が前に進まなくなり、実験をやり直
すこともありました。しかし、しっかりと論理的に説明
ができて、「なるほど」の一言が出たときはとても嬉しい
ことでしたった。
　議論好きな教授だったので食事を餌に、深夜の吉野家
に連れ出され突然議論が始まったりすることも多く、今
思えば楽しい思い出です。
　いろいろなことを理論的に考えるクセはこの時に身に
付いたに間違いないです。

人生の転換時期を成功した時

仁　科　保　雄

　心に残る大きな人生の転換を成功させるには、今まで
過ごしてきた人生を喜びと思えるのか、どうかであると
思う時であります。ワイズにおいてもすべての役職をメ
ンバーの皆さんに大きな協力をいただき、当時は 50代か
ら 60 代の働き盛りで何事にも必死になって役職に邁進
し、大きな失敗もなく過ごさせていただきました。と同
時に会社の事業にも大きな変化があり、ちょうど開業以
来 100 年の記念の年を迎え、４代目を長男に託すことが
できました。
　私にとってこの二つのことが大きな人生の転機となり
ました。ワイズについては多くの素晴らしいメンバーが
揃い、いつでもどんな重い役職もこなせる素晴らしいク
ラブとなっています。私たちの会社と言っても家内の大
きな協力があり、一緒になって作った小さな個人経営の
会社です。よく４代も続けられたと感謝の思いで毎日を
送っています。
　これからは自分も家族とともに出来る限りの楽しい人
生を全うしたいと思っています。そして夫婦でもっと仕
事と趣味とワイズに大きな楽しみを創り出して行きたい
と願っています。

第73回ワイズメンズクラブ国際大会
2018年８月９日（木）～12日（日）　韓国・麗水（ヨース）

申し込み　ysmen.org/conventions　　大会登録・ゴルフ参加等の手続きができます
登 録 料　４月30日まで　450 ドル　　５月１日以降　480 ドル

人　生　の　節　目
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〈西日本区・京都部報告〉　
台湾地震への対応：特に募金活動などは行われない。
３月３日　グローバルクラブ 25 周年例会
２月18日　第３回京都部評議会
　　　　　次々期京都部部長　ウエストクラブ島田さん
　　　　　次期京都部役員の件
３月５日　京都部EMC懇談会
３月23日　19 クラブ合同交流会
３月25日　リトセンチャリティーゴルフ
６月９日～10日　西日本区大会　早期申込み３月31日まで

〈YMCA報告〉　
サバエキャンプ場へのアクトについて
３月11日　YMCA卒業リーダー祝会

〈三役会報告〉　
各事業報告書に関して／リーフレット作成について
YMCA維持会員会費未納の件／西日本区大会宿泊に関して

〈各事業委員会報告〉
・YMCAサービス・ユース事業委員会　
Yカップバスケット大会　３月17日（土）・18日（日）
焼きそばに加えて牛丼を提供。協賛広告の依頼など。
・YMCAリトリートセンター特別事業委員会　
チャリティゴルフはDBCと重なり、参加者ナシ
夜桜フェスタ検討　定年通り飲み物販売
募金実績報告
・地域奉仕・環境事業委員会　
TOF、チャリティボウリング報告　左近さんが個人部門
で優勝
３月２日　メタセコイヤフェスティバル第１回打ち合わせ
・ドライバー事業委員会　
開催済み例会の報告　ニコニコ報告
２月～４月までの例会内容の予定報告
４月お花見例会は、ファミリー招待例会となる
CATT合同例会の今後の運営方針などについて
・交流・ファンド事業委員会　
ファンド実績の報告。今後のファンド事業について
BF献金・使用済み切手の送金
・交流事業　
３月24日（土）～25日（日）　東京クラブとDBC開催
メン 19 名・メネット３名参加予定
「復活祭」開催について
・広報・ブリテン事業委員会　
３月号・４月号の骨子の確認
・EMC事業委員会　
功労会員の資格、扱いを検討／例会出席状況の報告
新入会員（ゲスト）について／予算支出の報告

〈審議事項〉　
大山謙一さん退会について　承認
次期事業委員長の発表　　　承認

〈その他〉　
次回三役会　2018 年３月 22 日（木）19：00 ～
次回役員会　2018 年３月 27 日（火）19：00 ～
３月第２例会会場変更　稔りの間から鳳凰の間へ変更

編集後記
　例会が始まる前、メンバーの皆様に握手をして回っていますと、「何か頼まれてたっけ？」「忘れてた！」と言われ
ることが多くなってきました。第2例会となると、時間的な余裕もなくなりますので、皆様が緊張されるのを感じます。
次期はドキドキさせる側からさせられる側になりますが、頑張りたいと思います。

広報・ブリテン委員長　宮﨑順巳　

メ　　ン　香山　章治　３月11日　　岡本　尚男　３月31日

メネット　森　　絹代　３月３日　　吉井　香月　３月13日
　　　　　香山　慶子　３月16日　　倉見　享子　３月23日

コメット　亀井　春菜　３月７日　　亀井　陸矢　３月22日
　　　　　長谷川丈琉　３月28日　　倉見航太郎　３月30日

金原　弘明・康　代　ご夫妻　３月５日
山田　英樹・とも子　ご夫妻　３月20日
大山　孜郎・悠　子　ご夫妻　３月31日

左団扇のブリテン委員長
東京クラブ　江　口　耕一郎

　私が初めてブリテン委員長を拝命したのは
1996 年のことでした。以後、２年間のブランク
を除いて約 20 年の間、ずっとブリテンを作り続
けてきました。台割→原稿依頼→ワードで編集
→ウェブページの制作……これを毎月繰り返し
てきたのです。

　しかし、７年前にさすがに限界を感じました。ワードの使い
づらさにほとほと嫌気がさしてしまったのです。10 年やって
もおよそ慣れることができませんでした。そこで、私が何にも
しなくても自然にブリテンが出来てしまうカラクリを作れない
か、と考えました。作り始めてしまえば意外と簡単で、ひと月
もかからずに出来てしまいました。
　現在、私の仕事は台割をエクセルで作れば終りです。後は各
執筆者がウェブ上で記事を入力すると、ウェブページ、ウェブ
ブリテン、印刷ブリテンという３種類のコンテンツが自動的に
作成されます。私は左団扇でその工程を見守っているだけです。

これは便利 !!
　東京ワイズメンズクラブ　江口さんから勧められま
して、江口さんの考えられたシステムを利用して、東
京ワイズメンズクラブ様への原稿を書かせていただき
ました。全ての作業がweb上で行われるということで、
写真をアップロードし、原稿を書いた後に送信ボタン
をクリックする。すると、執筆者毎に割り当てられた
ページに写真と原稿があてはめられるようになってい
て、自動的にブリテンが出来上がっていくようになっ
ています。やってみると簡単でこれは便利だと思いま
した。

（ブリテン委員長　宮﨑順巳）

2018年２月27日（火）19:00～20:30
ウェスティン都ホテル京都　平安の間

第８回　役員会議事録

HAPPY BIRTHDAY

HAPPY ANNIVERSARY


