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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）

４月
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　先日は Y カップでご協力頂きありがとうございます。大会に参加し
ている子供たちが喜んでくれて、皆さんが嬉しい表情をされていてワ

イズの事業は改めていいなぁと感じました。
　今年度は Y サ委員会をリトセン特別事業委員会に２つに分けての活動でした。亀井委員
長、委員会メンバーの皆さんのご協力で楽しく事業を進めることができました。諸事情で
中止になった事業もありましたが次年度は催されるようなので一安心です。
　ワイズメンズクラブの綱領と目的の最初に「個人的にもまた協同のわざとしても、その
奉仕活動を通じて YMCA の活動を支援する」とあります。私自身、YMCA がされている
ことをよく知らない状態でしたので、Y サアワー例会にはリーダーの方々を例会にお招き
してお話し頂きました。まだまだ知らないことが多くあると思います。まずは YMCA が
取り組んでいることを知ったうえで我々が何をどうサポートできるかを考えていく必要が
あると思います。
　一方、今回の Y カップでは支援するクラブが例年より少なかった、と聞いておりま
す。各クラブとも諸事情があるとは思いますがワイズメンズクラブのサポートが必要な
YMCA の事業もあると思います。この先 10 年、20 年とサポートし続けていくことが本当
に可能なのだろうか？と思うときがあります。キャピタルクラブだけの話ではなく、京都
部、西日本区にも当てはまる話です。日本の人口構成通りにクラブのメンバー構成が推移
すると、どのクラブも今後はメンバー数は減り平均年齢は上がります。そうなるとサポー
トできる事業も限られてくるかもしれません。YMCA をサポートし続けていくにはある
程度のメンバー数と若い力が必要です。各クラブがメンバー増員の必要性を感じていると
思います。クラブの増員だけではなく、YMCA と各クラブでこれからも継続して支援で
きる体制づくりを共に考えていくタイミングだと考えています。

聖句の解説　今年は４月１日が復活祭（イースター）です。イエス様が捕えられて十字架にかけ
られるなどということを思ってもみないペトロは、「御一緒に死ぬことになってもあなたの
ことを知らないなどとは決して申しません」と大見得を切るのですが、イエスが捕まって裁
判にかけられている所であんな人は知らないと言って三度否定します。その時に鶏が鳴きペ
トロはイエスの言葉を思い出し泣いたと聖書は記述しています。イエスの一番弟子であった
ペトロでさえ、いざとなれば自己保身のためにイエスのことを知らないと言ったのです。そ
のような人間の弱さを知ってなおそれでも神は人を愛されるという事をこの箇所は述べてい
ます。そんなペトロですが、最後ローマで殉教するときにイエスと同じでは申し訳ないと言っ
て逆さ磔になって死んだと伝えられています。

３
在籍者数　　34名
広義会員　　　1名
第一例会　　24名
メネット　　　0名
特別メネット　　0名
ゲ ス ト　　　0名
第二例会　　30名
メネット　　　0名
ゲ ス ト　　　0名
出 席 率　　100%

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　　　　0円
第二例会　17,000円
合　　計　17,000円
累　　計　216,350円

チキンカレー　30,000円
ボウリング後会　　3,620円
グローバル後会　　1,130円
ＤＢＣ後会　13,022円
合　　　計　47,772円
累　　　計　877,123円

献　　血　　　0cc
成　　分　　　2名
累　　計　　　0cc
成分累計　　　6名

第一例会　　　　0円
第二例会　　2,919円
合　　計　　2,919円
累　　計　164,286円

第一例会　　　　0円
第二例会　　2,700円
合　　計　　2,700円
累　　計　40,361円

イエスは言われた。「はっきり言っておく。あなたは今夜、鶏が鳴く前に、三度わたしのことを
知らないと言うだろう。」ペトロは、「たとえ、御一緒に死なねばならなくなっても、あなたのこと
を知らないなどとは決して申しません」と言った。 マタイによる福音書 26 章　34 ～ 35 節

YMCA と共に互いの立場と責務を理解し“明日のリーダーを今日
育てる”若者（ユース）の為のワイズであろう！

山川新一Yサ・ユース事業主任（京都めいぷるクラブ）

YMCAサービス
ASF

YMCA支援体制づくりが必要では
Yサ・ユース事業委員長　倉　見　直　樹

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



－ 2－

Ｃ Ａ Ｔ Ｔ 合 同 例 会
EMC委員　長谷川　幸　昌

　今年の CATT 合同例会がトップスクラブ主
催で開催されました。
　会場には 100 人以上のメンバーやゲストが集
い、４クラブ会長の点鐘で幕を開けました。
　今回のゲストスピーカーはラグビー元日本代
表の大畑大介さん。生い立ちから始まり、熱い
語り口で披露されるエピソードに耳を傾けてい
ましたが、中でも高校時代の話が印象的。

　日本一を目指してたチームがまさかの地区予選敗退。さらに
高校選抜に入りながら、リザーブに置かれ前線で活躍できない
もどかしさ。
　そのような悔しさからちょっとした事件が起きるものの、そ
のまま感情的にならずしっかりと自分と向き合い、並々ならぬ
努力の末、現役大学生で全日本代表に選出されたとのこと。
　熱い気持ちと冷静な思考。大畑さんの強さのワケを感じるこ
とができました。
　講演のあとは食事の時間。久しぶりに会う方、
初対面の方とお話しする機会。お酒が入ったこ
ともあってか、より一層の交流・親睦が深まっ
た例会でした。

マジックと少しのお酒
EMC委員　柳　　　慎　司

　例年なら春の訪れを感じる頃ではありますが、それに反して風
は冷たく寒い日が続く今日この頃です。田中会長の時事ネタの挨
拶も板に着いて来ました、回を重ねる毎に軽快かつ的確です。
　通常例会に先立ち、臨時総会が開催され仁科議長の進行で吉
井次期会長期の事業委員長選出の審議が問われ、満場一致で承
認されました。次に、各事業委員会報告に続いて大山孜朗さん
による「食前感謝」です。
　本日のメインプログラムはマジックです。二月第二例会は落
語、続いて今回の演芸例会となります。マジシャン本田様は京
都祇園でマジックバー猪虎亭を経営されており、アシスタント
吉備様との軽快なトーク漫談を交えてのマジックは圧巻です。
聞けば、他クラブでも数回披露されておられるようです。
　観客、ワイズメンバーを交えてのエンターテイメントは一時
の安らぎと笑いを与えて頂きました。通常は洋食ですが、ドラ
イバー委員会の計らいでしょうか？
　会食人気の和弁当と合わせて、ファンド委員会の粋な計らい
で飲酒販売もあり、会食弁
当に花が添えられ、ちょっ
とした花見気分です。
　当クラブはチャーター
以来月二回の例会開催で
すが、一回は癒し例会とし
て演芸例会も有りかと思
う今日この頃……「柳も
変ったなぁー」と聞こえて
きそうです。

京都 YMCA 卒業リーダー祝会に参加して
YMCAリトリートセンター特別事業委員長　亀　井　久　照

　３月 11 日に京都 YMCA 三条本館で行われた卒業リーダー
祝会に参加してきました。
　改修工事中の三条本館は外部足場と１階ホールの足場が解体
され、完成が近づいていました。地下のマナホールでは多くの
リーダーやワイズメンが集まっていました。今年は 11 名のリー
ダーが巣立っていきます。キャピタルクラブが支援するわんぱ
くチャレンジクラブからは２名のリーダーが卒業します。記念
礼拝には日本キリスト教団の兼松豊牧師の奨励が行われ、リー
ダー一人ずつに立ち上がるように促し、卒業文集の内容を会場
の皆に紹介されていました。兼松牧師の優しく熱く語りかける
言葉にはとても心を打たれました。大きな目標に向かって力を
合わせて頑張るというリーダーの経験は、社会に出ても大いに
役立つと思います。これからも仕事を通じて社会貢献をして、

たくさんの糧を得て、
そして 30 歳を超えた
頃、我々ワイズメンの
存在を思い出して、是
非入会して欲しいと思
いました。
　リーダーの皆さんご
卒業おめでとうござい
ます。

京都グローバルワイズメンズクラブ
25 周年記念例会に参加して

交流・ファンド委員　山　田　英　樹

　2018 年３月３日、京都グローバルワイズメンズクラブの 25
周年記念例会に参加してきました。キャピタルクラブからは
15 名の参加。京都部の中でも参加人数はトップクラス、メン
バー数の割合からするとダントツの一番です。やはり自クラブ
の 35 周年記念例会を控えてメンバーの意識が少しづつ上がっ
てきているのかもしれません。
　私自身 35 周年例会になにかヒントが得られればとの思いを
強く持ち参加したのですが、京都部の中でも個性が際立つクラ
ブの記念例会、『なるほどグローバルという名を付けただけの
ことはある』と感じるほどに『らしさ』が際立っていました。
　個人的には長年、海外に学校を建設することに『なぜ？』と
いう疑問を抱いていたのですが、そんな疑問も今回の記念例会
に参加して氷解しました。『ああ、これがグローバルクラブな
んだ』と腑に落ちた瞬間です。なにより素晴らしかったのは実
行委員長を努められた久保田雅彦さん。まだ会歴も浅くお若い
ですが、昨年の京都部主査も務められた逸材です。やはりクラ
ブの活性化には若い力の台頭が欠かせないと実感させられまし
た。ヒントは無かったかもしれませんが大いに触発された記念
例会でした。最近少しモ
ヤモヤしている『キャピ
タルらしさ』。今こそ若
いキャピタルメンバーの
皆様と『らしさ』探しに
旅立ちたいと思います。
これから会長になる皆
様、35 周年頑張りましょ
うね！

３月第一例会 2018年3月14日（水）　18:00～21:00
ウェスティン都ホテル京都 ３月第二例会 2018年3月20日（火）　19:00～21:00

ウェスティン都ホテル京都

大畑大介さん

マジシャン本田さん（右）の手品
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次期会長　吉　井　崇　人
　３月10～11日にかけて次期会長・主査研修会に参加して
きました。
　いつものクラブメンバーと参加する行事と違いクラブの
代表として参加するのかと思うと重圧を感じて気も少し
張っていたように思います。
　しかし、山口雅也さんが次期京都部 EMC 主査という事
もあって、ご一緒下さるという存在感・気兼ねなく話せる
メンバーがいる事で心強かったです。
　プログラムのタイムスケジュールは、本当にみっちり詰
め込まれておりました。実際に講習が始まると、興味深い
内容であっという間に時間が過ぎていきました。
　他クラブの例会や事業でお顔は知っているのですが、お
話したことのない他クラブの次期会長との話。クラブの活
気・状況等の情報交換などが新鮮で楽しい時間となりまし
た。が、研修会で勉強したことを次期に反映していかない
と意味のない事です。今から、しっかり復習してイメージ
して生かせていければと思います。

次期京都部EMC主査　山　口　雅　也
　７月から京都部 EMC 主査として活動するにあたり、３
月10日～11日の次期会長・主査研修会に参加いたしました。
　西日本区９つの部の EMC 主査の方々、次期 EMC 主任
の西宮クラブ小野さんとの懇談や主査としての研修など、
充実した２日間でした。２日目は、京都部の次期会長の皆
様との懇談の時間もあり、次期主査としての方針や活動計
画をお話しする機会も得ました。
　ワイズメンズクラブにおける EMC の活動は、受け継が
れてきたクラブの環境や土壌を大切にしながら、若返りや
活性化、そして仲間を増やし、クラブ活動の基盤を強めて
いくことにあると思います。そんな想いを胸に、自らも新
たな経験を増やし、成長しなければ、と気持ちを新たにし
た研修会となりました。来年の６月まで無事役職が務まり
ますよう、吉井次期会長共々、叱咤激励いただけますこと
を心よりお願い申し上げます。
　（京都部は 19 クラブもあるし、大丈夫かな？　１年間持
つかな？　というのが実はホンネなんですけどね。）

第５回　The Ycup ミニバスケットボール大会
書　記　瀬　本　純　夫

　３月 17 日・18 日に、横大路運動公園体育館にて開催された、
TheYcup ミニバスケットボール大会で、キャピタルクラブは
18 日の昼食提供をさせていただきました。例年、焼きそば、ラー
メンと１種類の提供でしたが、初めて、焼きそばと牛丼の２種
類を提供させていただきました。今までにないことではありま
したが、倉見、亀井両委員長及び多くの参加メンバーの活躍に
より、無事全量を提供することが出来ました。食事を済ませた
子供たちからは『美味しかったです、ありがとうございました。』
との感謝の言葉で、朝から準備した疲れも、吹き飛ぶ思いでし
た。メンバーみんなの笑顔も、満足そうに見えました。

参加者　五十嵐、石倉・メネット・コメット、岡本・メネット、
加藤、金原、亀井、香山・メネット、倉見、左近、志田、

自立を目指す人生
五十嵐　由　紀

　「人生の節目」というといくつか思いつきますが、初めて
の節目が“両親の離婚”だったように思います。もう18歳
だったこともあり、両親の意思を尊重したつもりでしたが、
それまでほとんど喧嘩をしたことがない仲の良かった２人
が、あっという間に離婚してしまったことに、また、慰謝
料という形をもって親子関係が断ち切られてしまったこと
に、実は強い衝撃を受けていたのだと後々になって気がつ
きました。
　“人生には、いつ何が起きるか分からない。１人でもしっ
かり生きていけるようにならなければ！”“父親の代わりに
母と妹を守っていかないと !!”などと考えるようになりま
した。振り返れば、私が周りに守られてここまで生きてこ
られたのですが……。
　この時から「受身の人生」が「自立を目指す人生」に変わり、
様々な経験や選択をして今日の自分に至っています。
　その父も４年ほど前に亡くなりましたが、奇跡的に看取
ることができ「育ててくれてありがとう。」と伝えることも
できました。そして闘病中ではありましたが、認知症の母
も含めた家族４人で25年ぶりに食事ができたことが、私
にとってまた「人生の節目」となったように感じている今
日この頃です。

甘いあま～い「ちんすこう」を思い出す
石　倉　　　尚

　「石倉くん、ちょっと頼みたいことがあるし今から行っ
ていいか？」当時の森常夫会長から会社に電話が入った。
次々期会長が決まらない2000年12月の年の瀬であった。
　入会して６年に満たない頃、田中雅博さん、大門さん、
山田隆之さんら若手としクラブ事業を通して大いに楽し
くしている最中……会長未経験の先輩が７名ほどおられ
るのに……。
　恒例の年末コンペ後の青木亭（焼肉とすき焼き）での
忘年会では「あかん、あかん、絶対受けたらあかん」と
みんなの声。「そだね～」とは言ってみたものの、年が明
けまたまた森会長が会社へ。「先輩がみんな断られたのな
ら……覚悟しますと」。
　結果、その通りとなり、当時のキャピタルの教え通り「は
い！よろこんで！」と次々期会長を受けた次第です。
　そのあとは、「絶対受けたらあかん！」と言っていた若
手が何の躊躇もなく会長を受けていくクラブとしては順
風満帆の時代となったのです。
　あの時、固辞していたら今の私は、なかったのではな
いか、あの時の「はい！よろこんで！」が、私を含め若
手メンバーの大きな節目となったと思います。

PS. 年の瀬に沖縄土産といただいたのが甘いあま～い銘菓「ち
んすこう」でした。

菅原、瀬本、田中（升）、西川、宮﨑、八木、柳、山口（雅）、
山田（隆）、正子・ダルマパーラン特別メネット・もかダ
ルマパーランマゴメット、山口（弘）特別メネット

人　生　の　節　目

次期会長・主査研修会　３月10日～11日　大阪コロナホテル



－ 4－

五十嵐　由　紀
　東京へ行く DBC には初参加でしたが、東京クラブの皆様のおもて
なしを受けて、初代南極観測船「宗谷」の見学・台北クラブの次期会
長 Ling Liu さんの笑顔・メンバーとの後会が特に心に残る楽しい事業
でした！

交流は楽しい！　　石　倉　　　尚
　台北アルファクラブからも３名の参加で、日本で初めてのトライア
ングルです。久しぶりにお会いする方々との再会を喜び、神﨑日本
YMCA 同盟総主事も駆けつけてくださり、コメットの参加もあり本当
に充実した交流の時を持つことができました。
　足腰の痛みを忘れるほどのどを潤し、キャピタルメンバー間の親睦
も深まりました。11 月の京都での再会が楽しみです。東京クラブの皆
様、両クラブの交流委員長、委員の皆様に感謝の気持ちで一杯です。

石　村　吉　宏
　久しぶりの東京クラブ訪問。飲んで話して笑った、楽しい二日間で
した。懇親会、二次会のドームホテル 43 階では夜景を楽しみながら飲
み、三次会も行きました。次の日も、行き先々で飲んで笑って、本当
に楽しかった。お世話になりました。

岡　本　尚　男
　東京の街が出来上った歴史を少しですが知る事が出来ました。ご案
内頂いた所の全てが新鮮で、ウォーキングは健康増進に役立つという
巧妙な仕掛けを潜ませたプログラムに感謝です。

岡　本　　　都
　京都を出発する時はちらほらの桜でしたが東京では満開で、レイン
ボーブリッジのウォーキングのあとのお台場では、思わぬ花見をさせ
ていただき、気分が盛り上がりました。
　初代南極観測船「宗谷」の見学や私では普段行けない所を案内して
いただき、疲れも忘れて歩きました。
　この様な企画をして下さった東京クラブの皆様、ありがとうござい
ました。

金　原　弘　明
　史上３番目に早い満開の桜に迎えられ、DBC 東京クラブ訪問に参加
してきました。
　絶好のお天気、気候に恵まれ、２日間、存分に楽しませていただきました。
実は約 25 年前、私の東京での最後の勤務地がレインボーブリッジのたも
とにあるビルで、とても感慨深く、当時に思いを馳せながらの散策を楽し
ませて頂きました。東京クラブの皆様、本当にありがとうございました。
そして、なぜか、いつの間にか決まってしまったアジアエリア大会のお役
目。クラブのためと思い、精一杯頑張らせていただきます……。

亀　井　久　照
　今回は 26 名もの大人数で訪問させていただきました。台北クラブか
らも直前会長、CS 委員長、次期会長の３名が参加されていました。あ
まり話す事が出来ず、キャピタルの英語力のなさを痛感しました。一
日目の合同例会後のお茶の水近辺の散策、二日目のレインボーブリッ
ジからお台場へのウォーキングなど、本当によく歩きました。疲れま

プ　ロ　グ　ラ　ム
３月24日（土）　合同例会　15:30 ～ 17:30

会場：在日本韓国 YMCA（AYC）　302 号室
１．開会点鐘 東京クラブ会長　木村光晴
２．ワイズソング 一　同
３．東京クラブ会員紹介 東京クラブ会長　木村光晴
４．京都キャピタルクラブ会員紹介

京都キャピタルクラブ会長　田中升啓
５．会長挨拶 東京クラブ会長　木村光晴
６．会長挨拶 京都キャピタルクラブ会長　田中升啓
７．会長挨拶 台北アルファクラブ会長代理　李　世欽
８．アピールタイム
９．YMCA の歌 一　同
10．閉会点鐘 京都キャピタルクラブ会長　田中升啓
11．近隣散策　湯島聖堂、神田明神、ニコライ堂、神田渓谷など、

グループ毎にリーダー誘導の下、散策
IBC・DBC親睦夕食会　18:00 ～ 20:00

会場：テング酒場　水道橋東口店（千代田区三崎町 1-4-8　愛光舎ビル 2F）
プログラム：土産品交換、次期役員紹介など
宿泊：AYC ホテル

３月25日（日）　IBC・DBCウォーキングツアー
（レインボーブリッジとお台場観光）

集合場所　AYC1F
　9:00　AYC 出発　JR 利用秋葉原駅乗り換えで新橋駅へ
　9:30　「ゆりかもめ」新橋～芝浦ふ頭駅乗車
10:00　芝浦ふ頭駅下車後、徒歩にてレインボーブリッジウォーク

（レインボーブリッジウォークに参加されない方は、ゆり
かもめにて移動、お台場海浜公園駅下車後レインボーブ
リッジ方面へ歩き、「まいばすけっと台場１丁目店」前に
て待機＆合流）

11:00　レインボーブリッジウォーク終了後、「台場公園」で花見
12:15　昼食　高田屋（お台場海浜公園デックス東京ビーチ 5F）
13:00　「ゆりかもめ」お台場海浜公園駅～テレコムセンター駅

TOKYO ミナトリエ（東京臨海部広報展示室）見学
13:45　「ゆりかもめ」テレコムセンター駅～船の科学館駅

初代南極観測船「宗谷」船内見学
14:30　現地解散

	 思い出に残る第１回 IBC・DBC交流例会	 交流・ファンド委員長　山　田　隆　之　
　第１回の IBC・DBC合同例会に大勢のメンバーで参加できたことを交流委員長として大変嬉しく思っています。
　今年も例年通りの東京クラブとのDBCの例会をイメージしていましたが、サプライズで台北アルファクラブのメ
ンバーも参加して頂き、例会に花を添えて頂きました。
　東京も絶好のお花見日和で桜で満開のレインボーブリッジ周辺を案内して頂き、思い出に残る一日なりました。
　11 月の記念例会には、東京クラブ、台北アルファクラブの多くのメンバーで、キャピタルクラブの 35 周年を祝え
ることを期待しています。

東京クラブ DBC 訪問　３月24日（土）～25日（日）
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です。皆様に初めて紹介出来、温かいお言葉を多く頂きました。ご準
備頂きました皆様ありがとうございました。

５つの初体験です　　森　　　繁　樹
　①初めて、在日本韓国 YMCA に行き、そこで合同例会をし、そこ

で宿泊しました。
　②初めて、近隣散策で、湯島聖堂、神田明神、ニコライ堂の散策を

しました。
　③初めて、「ゆりかもめ」に乗りました。
　④初めて、レインボーブリッジを歩いて渡り、その後お台場公園で

花見をしました。
　⑤初めて、IBC・DBC 合同例会に参加しました。

森　　　常　夫
　私は現地合流で 14 時 30 分に会場に入ったら、もうキャピタルメン
バーが着いたところでした。総勢 26 名の参加者で会場は熱気にあふれ
ていました。
　３クラブの紹介と挨拶が終わり、近隣を散策、そして夕食のパー
ティーに移り、キャピタルメンバーの元気さ、そして二次会、三次会
へと……
　次の日、お台場までレインボーブリッジを渡り、昭和レトロの店、
昼食と東京湾の移り変わり、宗谷南極観測船等見学、東京クラブの皆
さん色々お世話になりました。

八　木　悠　祐
　今年の交流会は、DBC、IBC 合同として開催されました。
　東京クラブのホストのもと３クラブが一堂に会し、多くのメンバー
と交流を持て、有意義な時間を持つことができました。東京クラブさ
んの心のこもったおもてなしと、水道橋やお台場でのウォーキングな
ど、出張などでは感じることのできない、東京の日常の風景を肌で感
じることができました。またキャピタルクラブとしても 20 名を超える
人数で参加でき、ワイワイ、ガヤガヤと楽しい時間を過ごすことがで
きました。山田交流委員長さま、いろいろと有難うございました。

山　口　弘　子
　昨年６月の東日本区大会で東京クラブの皆様にお会いして以来でし
た。お元気なメン・メネットの皆様がにこやかに出迎えていただき嬉
しかったです。例会の最後にメネットのお土産交換で、先日来東京ク
ラブのメネット様より今回から出席しているメネットの数だけの交換
にしてはいかがですかという事で、キャピタルも DBC 例会に出席さ
れているメネットさんたちと女性メンバーだけの交換となりました。
例会のあとの懇親会・二次会と楽しい企画で友好を温めました。

山　田　英　樹
　DBC の交流プログラム、毎回とても楽しいのですが、今年はとりわ
け素敵な時間でした。多分、一番の理由はたくさんの参加者が集まっ
たこと。台北アルファの Lee さん Sam さん Ling さんと娘の通訳で交
流できたのも、W でうれしい体験でした。やはり参加が何より重要な
のですね。

吉　井　崇　人
　私自身、DBC で東京に行くのが２回目。しかし、行ってしまえばも
う皆さん顔見知り。楽しいもんです。台北アルファクラブからも３名
参加してくださり、たくさんのメンバーで本当に充実した２日間を過
ごさせて頂きました。
　仕事で行く際は、目的地まで行き京都に帰るといった事がおおいの
ですが、ゆっくりとガイドして頂いての贅沢な東京観光。しかし、田
舎者の私としてはやはり目線は上にむいてしまい、少し首が凝ったよ
うに思います。それにしても東京は建物が高いですね。人が多いですね。
２日間土を踏みませんでした。次回は、コメットも連れて経験させて
やりたいなと思ってます。
　東京クラブの方ともたくさん話せましたし、アルファクラブの方と
も微笑みあいました。話せないのが残念すぎる。いい人達なのは伝わっ
てくるのですが、話がしたいですね。悪いのは私ですね。やってみま
すよ、英会話。

したが、歩くことで、車からは見ることの出来ない東京を見て感じる
事が出来ました。東京クラブの皆様本当にありがとうございました。
11 月３日にまたお会いしましょう。

香　山　章　治
　東京クラブ・台北アルファクラブ・京都キャピタルクラブのトライ
アングル IBC・DBC が東京クラブホストで桜満開・快晴というすばら
しい日に開催されました。
　久しぶりに東京クラブのメンバーと笑顔で再会。台北アルファクラ
ブからは３名の参加でした。
　例会、神田川沿いの散策、懇親会、翌日のレインボーブリッジから
お台場めぐり、ウェルネスバッチリでした。
　これからのトライアングルに大きな期待のもてる２日間となりまし
た。ホストをして下さった東京クラブメンバーの皆様、本当にありが
とうございました。

倉　見　直　樹
　２年振りの東京での DBC。２日間の日程でしたが体調不良のため、
２日目は不参加となり残念です。
　水道橋散策では満開の桜を見ながら、一人では絶対に行くことのな
い場所をご案内頂きました。台湾からもお越し頂き、ワイズメンズク
ラブの交流の大切さをほんの少しですが、感じさせて頂きました。
　山田委員長、段取りありがとうございます !!

菅　原　樅　一
　楽しい、楽しい DBC 交流、東京の旅でした。１日目、水道橋、神
田川付近の散策。２日目、レインボーブリッジを歩いて渡り、御台場
近辺で、東京港の発展の様子を伝える展示館等を見学しました。東京
クラブの皆様のすばらしいガイドで、江戸から東京までの歴史を目で
見ながら学ぶことが出来ました。この旅行で、東京クラブ、台北アルファ
クラブとの交流がより深まり、京都キャピタルクラブとの絆がさらに
強くなったと思いました。35 周年に向けて頑張りましょう。

田　中　雅　博
　所用のために土曜日だけの交流となった今回の東京クラブ訪問でし
たが、合同例会から水道橋近辺の散策、懇親会、二次会と時の経つの
も忘れるくらい濃密な時間が流れました。庄司さんの解説を聞きなが
らの散策はとても楽しく、また台北から来られた３名の方とも旧交を
温めることが出来て充実した一日でした。東京クラブの皆さまのおも
てなしに感謝。

田　中　升　啓
　今回は台北アルファクラブのメンバー３名も参加いただき、初めて
の IBC・DBC 合同例会及び交流会となりました！　飲んで騒いで懇親
も深まり、とても充実した２日間でした！

西　川　欽　一
　合同例会中、前に飾られていた 1931 年チャーターと記された東京ク
ラブの年季の入ったバナーにすごい歴史を感じ、我がキャピタルクラ
ブと DBC を締結した 1993 年には既に 60 年を超える歴史を持つすご
いクラブだということを改めて感じました。そんなクラブの方々の本
当に温かい笑顔に包まれ、また、遠く台北アルファクラブから３名の
方の笑顔も加わり、この３クラブの DBC・IBC が、とても温かい雰囲
気に包まれていると感じました。

仁科　保雄・節子
　DBC を締結した当時の東京クラブの懐かしい方々と久しぶりにお会
いできました。何度か体調不良のため不参加にしていました。やっと
メネットとともに出席することができ、楽しいひと時を過ごすことが
できましたが、やはり私と同じく年齢による体力の低下でメン・メネッ
ト様も少なく、寂しく感じましたが、お互いに健康でこれからも機会
あることにお会いしたいと思いました。皆様のご健康をお祈り申し上
げます。

幡　南　　　進
　この度の DBC は私にとって特に思い出に残るものとなる交流でし
た。初日の例会から翌日の台場散策まで息子と一緒に参加できたから

京都部 19 クラブ合同交流会に参加
交流・ファンド委員　蘇　理　裕　司

　３月23日に三条高倉にある「Gallery Café & Bar CoLLabo」
で開催されました『京都部 19 クラブ合同交流会』に参加させ
ていただきました。
　少し早くについたつもりでしたが、すでに会場は熱気に包ま
れ受付であたふたしているところ、田中会長からお声をかけて
いただき、ホッとしたものでした。
　そのあと、五十嵐さん、宮﨑さんとも合流でき、少し落ち着
きを取り戻しましたが、参加されたメンバーの勢いとエネル
ギーに圧倒されるばかりでした。

　入会されて１～２年のメンバーのはずなのに、ご挨拶は達者
ですし、積極的だし、感心している間に２時間が立っていた感
じでした。
　みなさん、ただ参加するのではなく積極的に楽しんでおられ
る点に感心し、私も見習わな
ければならないと思いました。
今後もキャピタルクラブの一
員であることを誇りにもっと
積極的に交流を深めることを
誓った次第であります。
　楽しい会に参加させていた
だき、ありがとうございまし
た。
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〈西日本区・京都部報告〉　
３月５日　第２回 EMC 懇談会
３月16日　第７回 PR 委員会
３月23日　19 クラブ合同交流会
第 22 回次期西日本区大会について　2019年６月22日～23日
式典：ロームシアター京都
懇親会：ウェスティン都ホテル京都

〈YMCA報告〉　
４月10日　YYY フォーラム　YMCA 三条マナホール
４月14日　YMCA デー　阪神甲子園球場にて
４月22日　夜桜フェスタ

〈三役会報告〉　
４月14日　次期 LT および次期役員会
西日本区登録について　メン18名　メネット２名　特メネ１名

〈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報告
卒業リーダー祝会報告
・YMCAリトリートセンター特別事業委員会　

夜桜フェスタについて　食事提供依頼について検討
・地域奉仕・環境事業委員会　

CS 献金 58,001 円　TOF 献金 98,824 円
東日本大震災支援募金 28,000 円
熊本地震復興支援募金 29,000 円
メタセコイヤフェスティバル進捗状況報告
・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
４月～５月までの例会内容の予定報告
・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
３月24日（土）～25日（日）東京クラブと DBC 開催報告
北京都フロンティアクラブ干物ファンドの件
・広報・ブリテン事業委員会　

４月号・５月号の骨子の確認
・EMC事業委員会　

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〉　
特にナシ

〈その他〉　
次回三役会　2018年４月20日（金）19：00～
次回役員会　2018年４月24日（火）19：00～

編集後記
　３月は初めての Y カップに参加して、焼きそば作りの大役
を任され、周りのメンバーの皆様からは「野菜が焦げてる」「広
げて蒸し焼きにしないとあかん」で広げていると「あんまり触
ると麺が切れるからね」と初心者には優しくな
い沢山の注文をいただきました。
　八木さんが撮影してくださった写真には、田
中会長がトレイで出来上がった焼きそばを受け
てくださっているにも拘らず、カメラ目線で【目
がカチっとしている】ところが写っています（ア
ルバムを見てください）。

広報・ブリテン委員長　宮﨑順巳　

メ　　ン　石村　吉宏　４月６日　　森　　常夫　４月25日
メネット　幡南　陽子　４月９日　　田中佳津子　４月11日
　　　　　山田まゆみ　４月17日
コメット　田中　彩音　４月30日

内廣　　健・嘉子　ご夫妻　４月14日
蘇理　裕司・淳子　ご夫妻　４月16日

ワ イ ズ の 課 題
東京クラブ次期会長　長　澤　　　弘

　東京クラブ次期会長の長澤でございます。この
度は京都キャピタルクラブのブリテンに寄稿させ
ていただき光栄に思います。
　私は今回２度目の会長を引き受けたわけですが
悩んでおります。最大の悩みは会員の老齢化と
それに伴う会員数減少です。この問題を何とかし
ようと私共の属する東新部では「EMC シンポジ

ウム」を開きました。総勢 66 名が集まり、どうしたら会員を増
やせるか白熱した議論を行いました。クリスチャニティーをど
う扱うか、義務が過大になっているのではないか等の問題が提
起されました。しかしながら効果的な解決策は見当たりません。
まず出来ることを一つ一つ実行するということが結論です。
　私はもう一つ、ワイズと YMCA とのかかわり方も重要ではな
いかと考えます。21 世紀は格差社会であり、青少年にとっても
生き難い社会となっています。そこで企業でも国でもない高い
社会性を持った組織の活動が求められているのです。YMCA は
世界最古最大の NPO です。これを支援することを目的とするワ
イズが、YMCA に対して何を求めるかを明確にすることも心あ
る人を惹きつけることに繋がるのではと思う次第です。

YMCA三条保育園　開園
　京都 YMCA の耐震補強・改修工事が終わり２階フロアに
YMCA 三条保育園が開園します（入園式　４月２日㈪）。後
日、会員の皆様を対象に、お披露目会を予定しております
ので、ぜひご参加ください。

YYYフォーラム
日　時　４月10日（火）　19時～21時
会　場　京都 YMCA マナホール
対　象　ワイズメンズクラブメンバー、京都 YMCA スタッ

フ、ユースボランティアリーダー
内　容　新しいメンバー（リーダー）をどのように増やし、

組織を活性化していくか
①基調講演：吉原亜美氏「陽のコミュニケーション

～絶対的に強運の人が大切にしている事～」
②グループミーティング、発表まとめ

リトリートセンター夜桜フェスタ
日　時　４月22日（日）　16時～19時
会　場　京都 YMCA リトリートセンター
参加費　大人（中学生以上）2,000 円、小学生 1,000 円、幼児無料
チケット販売　リトリートセンター事務局（京都 YMCA6F）
お問合せ　TEL　075-255-4709　FAX　075-255-2087

E-mail　retreat@kyotoymca.org
※無料送迎バスもあり（定員になり次第締切）

2018年３月27日（火）19:00～21:00
ウェスティン都ホテル京都　菊の間

第９回　役員会議事録

HAPPY BIRTHDAY

HAPPY ANNIVERSARY

YMCA　NEWS


