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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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　昨年の７月から会長を務めさせていただき、前半は非常に長く、後
半はあっという間のように感じました。サバエでの今までで一番きつ

く感じたワークや、ワイズデーで西京極スタジアムを多くのワイズメンと行進したこと、
また、年末の慌ただしい中で台湾の台北アルファクラブを国際 CS プログラムのために訪
問したこと、そして４月には今までで一番多い 26 名という人数で東京にて DBC・IBC 交
流会に参加できたことなど、他にも振り返れば多くの事業や例会が私の心に刻まれていま
す。今まで三役の経験は一度しかなく、ほとんどを委員長として過ごした私にとって、委
員長の思いを大切にして各事業を行いたいというふうに思っておりましたが、実際はなか
なかそのように進まなかった部分もあるかもしれません。しかし、やはり会長にとって各
事業委員長は本当に頼りになる存在だと実感しましたし、私の主題であります『絆の力で
越えていこう !!!』～一人よりふたり、二人より全員で！～を強く感じました。また京都部
の中にいても、どんな時でも私の後ろでメンバーの皆様が支えていただけるという安心感
がありました。そして、クラブ運営に関して考えが足りない私に三役の皆様からは多くの
事を教わり、この１年間は私にとってとても多くを学べた１年でした。今まで気楽にクラ
ブライフを楽しませていただいていた私に、歴代の会長の皆様のようにその責任が果たせ
るのかどうか不安ではありましたが、私は私らしく自分の出来る事をさせていただこうと
思い、この１年間精いっぱい務めてまいりました。果たしてメンバーの皆様のご期待に応
えられたかどうかは分かりませんが、自分自身はとても満足しております。最後にこの１
年間、会長としての私を支えていただきました三役の皆様、各事業委員長、メンバーの皆様、
そしてメネット会長はじめメネット会の皆様、本当にありがとうございました !!!

５
在籍者数　　34名
広義会員　　　1名
第一例会　　25名
メネット　　　0名
特別メネット　　0名
第二例会　　29名
メネット　　　0名
メーキャップ　　1名
出 席 率　　97%

切　　手　3,648g
切手累計　3,648g
現金累計　52,500円
Ｅ　　Ｆ　　　　0円
Ｊ Ｗ Ｆ　　　　0円
EF・JWF累計　　　　0円

第一例会　　6,000円
第二例会　　7,000円
合　　計　13,000円
累　　計　266,350円

母　の　日　　8,200円

合　　　計　　8,200円
累　　　計　993,643円

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

第一例会　　2,532円
第二例会　　3,055円
合　　計　　5,587円
累　　計　173,538円

第一例会　　2,116円
第二例会　　2,611円
合　　計　　4,727円
累　　計　48,298円

そして、彼らと食事を共にしていたとき、こう命じられた。「エルサレムを離れず、前にわたし
から聞いた、父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水で洗礼を授けたが、あなたがたは間
もなく聖霊による洗礼を授けられるからである。」 新約聖書　使徒言行録　１章４～５節

10 の目標のうち、５割達成できれば上出来。さあ、あとひ
と月、あなたの目標達成度を、あと１割引き上げましょう。
実践を通して。　　　　　大野　勉理事（神戸ポートクラブ）

評価・計画

聖句の解説　「水に流す」「禊」など日本でも穢れや罪を清める働きとして水の役割があります。
インドのガンジス川も身を清めるために人々が沐浴を行う場所として有名です。世界中で水
には清めの作用があるとして象徴的に用いられています。キリスト教においても自己中心的
な生き方（罪）を認めて悔い改め、キリスト者としての生まれ変わるための洗礼には、水が
用いられます。イースターの後 50 日目をペンテコステと言い、イエスが復活後弟子たちに
約束した神の送る霊（聖霊）による生まれ変わり（洗礼）の出来事として記念されています。

ありがとうございました !!!
会　長　田　中　升　啓

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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アートで脳活～“感性”目覚める臨床美術体験
会　計　椿　森　昌　史

　臨床美術士のフルイミエコ様、岩崎朋美様をお招きし、「アー
トで脳活！～“感性”目覚める臨床美術」を体験させていただ
いた。臨床美術士といってもピンとこない、演題を見ても全く
想像がつかない。分からないからこそ、楽しみな例会であった。
　紙とクレヨンが配られ、各自好きな色のクレヨンを選んだと
ころから、アートで脳活がスタート。先ずは、太陽、月、家、
今朝の気分を紙に描いて下さいとの事、最初の３つはスラスラ
描けるものの、今朝の気分 ??　どう描いて良いやら……。
　太陽や月などは、記憶を描いているだけなので、脳が活性化
しないが、今朝の気分といった、抽象的な絵を描くときに、脳
が活性化し、この脳活が高齢者の介護予防や、認知症改善に効
果的との事。
　次のステップでは、自由に直線や、グニャグニャと言いなが
ら、波線を描いたり、好きな色を塗ったり消したり、抽象的な
絵を描いていく事で、童心に返ったような、今まで感じた事が
無いような感覚。出来上がった絵を見せ合いながら、皆んな笑
顔が溢れていた。

街歩きを中心のミニツアー
副会長　田　中　雅　博

　平成最後の葵祭が荘厳な雰囲気の中で執り行われた５月15日
は、真夏日となる暑い一日でした。日中の暑さも少し和らいだ夕刻、
久しぶりに西館の比叡の間で５月第２例会が開会しました。
　残り少なくなった会長挨拶を存分に楽しむように、この日は
会長がお好きな上杉謙信についての逸話を交えて詳しくお話し
いただきました。田中会長の挨拶はいつも自然体で、聞く者の
心が穏やかになります。
　歓談とともにおいしい食事をいただき、続いての講演ではゲ
ストスピーカーとして「まいまい京都」代表の以倉敬之さんに
お越しいただきました。“まいまい”とは「うろうろする」と
いう京ことばで、以倉さんたちは文字通り街歩きを中心とした
ミニツアーを企画運営されています。
　年間に数百のツアーを企画され、その数は日本一とのことで
す。そして各ツアーは定員が 15 名前後と少人数となっており、
毎月１日に始める参加申し込みでは数分間の内にいっぱいにな
ることも当たり前の様です。数多の名物ガイドさんがおられ、
すべての企画は面白いガイドさんがいることで始まるとお聞き
し、一度そのガイドさんに会うためにツアーに参加したいと、
その日の例会に参加した皆が思ったのではないでしょうか。以
倉さん、楽しいお話を有難うございました。
　講演の後はニコニコがあり、そして最後に会長の閉会点鐘に
てこの日の例会は終了しました。

今年のパープル 25 釣り同好会
YMCAリトリートセンター特別委員長　亀　井　久　照

　ゴールデンウィークが始まった４月28日に、今年一回目の釣
り同好会を開催しました。
　陸の気温は暖かくなってきましたが、海の中はまだ寒いよう
で、アジ、タイ、カサゴ等がポロポロ……みたいな感じで、ひ
とり当たり数匹の貧果でした。６月26日にリベンジの予定でし
たが、船頭の浜ちゃん（浜内丸船長で御年 83 歳）が目の手術
をされるとのことで、中止になってしまいました。次回も企画
しますので、是非参加してください。メンバーゲスト同伴でも
大歓迎です。海は日常の雑念から解放されるので最高ですよ。

広島・西宮・近江八幡クラブの
設立 70 周年記念例会

広報・ブリテン委員　岡　本　尚　男
　５月12日（土）11時～16時まで、ホテルヒューイット甲子園を
会場に合同記念例会が開催されました。会場は阪神電車甲子園
下車すぐのホテルで、３クラブ会長のご挨拶の後、夫々のクラ
ブから広島・近江八幡・西宮 YMCA に記念品の贈呈がありま
した。祝会はプロのピアニストと男女一人づつの声楽家による
解説と共に、聞きなれたクラシックオペラの曲目が披露され、
久しぶりにクラシックの世界に身を置いて聴き惚れていました。
　この３クラブは、1948年４月15日に広島、同年５月17日に近
江八幡・西宮が、今年11月９日に 90 周年記念祝会を開催する
大阪クラブがスポンサーで設立されました。
　70 年前といえば終戦後３年目の年です。今のように便利な
インフラも交通機関もなく、食べる事で精一杯の時代に、３ク
ラブを設立された大阪クラブの底力に感服すると共に、70 年
もクラブ活動を継続してこられた３クラブに対して、心から敬
服いたします。
　キャピタルクラブも、35 周年記念祝会を今年の 11 月に予定
している事を考えると、35 年後にはどのようなクラブになっ
ているのか、なっていたいのか、を考えてこれからの 35 年の
クラブ運営を具体的な行動に移す年度にしなければならないと
思いました。

リトセンメタセコイヤフェスティバル
YMCAリトリートセンター特別委員会　大　山　孜　郎

　５月20日（日）に行われリトセンメタセコイヤフェスティバル
は第８回目である。
　一度中止になった年があるので９年前より開催されている我
がクラブのメイン行事の一つである。
　中止になった 2011 年は、３月11日に発生した東日本大震災
の年で、クラブとしても熟慮した結果、開催を中止したことが
思い出される。
　その年度の CS 委員長は、奇しくも今年度の田中升啓会長で
あったので、田中会長としてはリベンジの気持ちもあったので
ないかと思う。
　今年度の八木 CS 委員長は手慣れた手さばきで、２回の団体
打合せを開催し、当日は総勢 162 名もの参加者があったと聞い
ている。
　例年通りベテスダの家、みっくすはあつ、京都 YMCA こお
ろぎ、大山医院の皆様である。８回を重ねているので、夫々の
団体の方々の中にも顔見知りの人々が多くでき和気あいあいと
した楽しい時間が過ごせたと思われる。フェスティバル後、す
べての団体より楽しかったとの感謝の便りが寄せられたと聞い
ている。音楽を担当してくださった４Disabilities の皆様も本
当にありがとうございました。様々な障害を持つ皆様と共に交
わり、楽しく半日を過ごすことのできるこの催し、我がクラブ
のメイン行事として、今後少しでも長く続くことが出来ること
を祈って止まない。

５月第一例会 2018年5月1日（火）　19:00～21:00
ウェスティン都ホテル京都 ５月第二例会 2018年5月15日（火）　19:00～21:00

ウェスティン都ホテル京都
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3 5 周年から未来へ
第 36代会長　吉　井　崇　人

　「35 周年記念例会」は、次期会長をさせていただく私にとっ
てとても大きな事業です。
　１年１年の思いを積み重ねて 35 周年という記念の年にこの
ような大役を務めさせていただけることに不安と期待そして大
きな感謝と喜びも感じております。
　いま、ワイズメンズクラブは高齢化・メンバー減少等の課題
を抱えています。今後、キャピタルクラブでも同様の事が大き
な問題になってくると思います。
　時代の変化に伴い、人自体の価値観も変化していく中で、キャ
ピタルクラブのメンバー一人一人が、この問題に真剣に向き合
い意識を変えていかないと、メンバー増強はとても高いハード
ルとなります。この 35 周年という節目の年を良い機会ととらえ
意識の変革、そして今後キャピタルクラブが、大きく大きく飛
躍するための期間になれば大きな意味を持つ一年になります。
　京都キャピタルクラブの格式ある例会運営・クラブの歴史・
ワイズメンズクラブのありかたといった初心を知り、想いを感
じる記念例会を開催します。そして、キャピタルクラブの新た
な１歩を踏み出す覚悟を見て頂き、ワイズメンズクラブ全体に
刺激を与え何かを感じて頂けるような例会になれば万々歳です。
　メンバーの皆様には、例年の事業とは違い多大なお時間とお
力をお借りすることになりますが、皆様の協力がなければ成立
いたしません。
　皆様の大いなるご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

家 内 と の 別 れ
森　　　繁　樹

　大きな人生の節目は、やっぱり家内とのお別れかな！
　（それにより、一日、一日を大切に感謝して生きるよう
になりました。）

　2005年11月、家内の検査結果、「肺と骨にガンが見つ
かり、末期の状態と告げられました」その事実を受け入
れられないまま、家内の病室に行くと、痛み止めがよく
効いていたのか、機嫌よくベッドの上にちょこんと座っ
ていました。僕の顔を見るなり「私、何の病気やったん」
突然で答えを用意してなかったので「なんかよう、わか
らへんわ、また聞いておくわな」とごまかし病気のこと
に触れないで色々と他の話をしていると、「今日はなんか
おかしい、みんなが優しい、すごく優しすぎる」と言い
出しました。「何言うてんねん、いつもと同じやで、いつ
も優しいやないか」と言うと、「そうかなぁー」と言って
いました。その優しくされることがすごく嬉しかったみ

たいです。家内の喜んでいる、嬉しい表情を見るのはこ
れが最後だったと思います。
　暫くの容態は落ち着いていましたが、１ケ月後、病院
に行くと、気が弱っていたのか、「私は一生車椅子で歩け
ないと思う、一生面倒見てや、子育てもできないと思う、
なっちゃんを頼むで」と言ってきました。「わかった、任
しておけ、一生面倒みるから、心配しないでいいよ」と
家内を元気づけ励ましましたが、その甲斐もなく、次の
日の明け方、バタバタと一気に容態がわるくなり、亡く
なってしまいました。最期、死に際に立ち会うことがで
きたのが僅かの救いでした。

　娘のなつこも、おかげさまで22歳になり社会人になり
ました。みんなに「なっちゃん、なっちゃん、なっちゃん」
と呼ばれて可愛がってもらって元気に育ってくれています。
　家内には生きていてほしかった。車椅子のままでもい
い、家事ができなくてもいい、子育てができなくてもいい、
生きていてほしかった。そして子供の成長を二人で喜び、
二人で分かち合いたかった。最近そんな事をすごく思い
ます。

35 周年キックオフミーティング
Yサ・ユース委員　西　川　欽　一

　いよいよキャピタルクラブ 35 周年に向けて動き始めました。
　５月21日（月）京都私学会館において山田英樹実行委員長の進
行でキャピタルクラブ 35 周年記念事業のキックオフミーティ
ングが開催されました。田中升啓会長、吉井次期会長、山田英
樹実行委員長からは 35 周年記念事業についての思いが述べら
れました。
　35 周年実行委員会のメンバーは、登録委員長に宮﨑さん、
渉外委員長に倉見さん、式典委員長に亀井さん、懇親会委員長
に椿森さん、※向上委員長に五十嵐さん、編集出版委員長に左
近さんの６名の会長未経験の方に担っていただくこととなり、
これを総務・例会・記念誌の各部門で金原さん、山田（隆）さん、
八木さんがそれぞれ統括され進められることとなります。
　記念アクトや記念例会などの骨子について、具体的な内容な
どは、各委員会で話し合い、次回以降の実行委員会において順
次決定されていくものとされましたが、ベテランの方から若手
の方まで、参加された 19 名のメンバーで少々時間も押してし
まうほど積極的な意見交換がされ、とても有意義なミーティン
グになったと感じました。全体のミーティングは、少なくとも
あと２回は開催されることになっています。今後、メンバー全
員がそれぞれの担当で活躍いただき、35 周年を楽しんでいき
ましょう !!

※向上委員会　35周年を迎えるに際してクラブの今後の在り方に
ついての協議を主体的に検討してとりまとめる委員会

第２回メネット懇親会
メネット会長　山　口　弘　子

　今期残り１ヶ月と２週間余りとなった５月 18 日、メネット
懇親会を京都文化博物館１階の「京都なだ万賓館」で開催しま
した。
　12 名のメネットとコメット２人、そして田中会長にも参加
いただきました。会長のご挨拶に引き続いて、吉井香月次期メ
ネット会長の乾杯で美味しい食事が始まり、順次皆さんの近況
をお話していただきながら、楽しい賑やかな会となりました。

そしてメネットファンドの山椒味噌をお渡ししました。当日参
加できなかった方々には、15 日の例会に山椒味噌を持参して
お渡しさせていただきました。
　メネットの皆様、今年１年メンの活動を色々とサポートして
いただきましたこと、また２回の懇親会、メネットファンド
とご協力いただき誠にありがとうございました。スタッフとし
てご協力いただいた石倉博子さん、吉井香月さん、ダルマパー
ラン・正子さん、ありがとうございました。次期は 35 周年記
念例会もあり、次期メネット会長の吉井香月さんを皆さんでサ
ポートしていきましょう。

人　生　の　節　目
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編集後記
　ついこの間まで折り返し地点だとお話ししていたように思うのですが、これで今期のブリテン発行は最後となります。
　ブリテン委員会だけでなく、YMCA について、キャピタルクラブについて、事業についてなど、全く分からない
ことだらけで不安しかない中、メンバーの皆様からは本当にお支えいただきました。ありがとうございました。

　そして、田中会長、ブリテン委員長を任せていただきまして、キャピタルクラブの面白さ、
事業の面白さを知ることができました。委員長を経験させていただいて、本当によかったな
と思っております。ありがとうございました。

広報・ブリテン委員長　宮﨑順巳　

〈西日本区・京都部報告〉　
京都部第４回評議会　６月17日（日）10:00～　京都 YMCA

〈YMCA報告〉　
三条保育園開園感謝会　６月３日（日）13：30～

〈三役会報告〉　
リーフレット作成について　初稿完成
クールビズについて　６月　但し、引継例会はネクタイ着用
引継例会　会費 8,000 円

〈各事業委員会報告〉
・YMCAサービス・ユース事業委員会　

サバエリボーンキックオフパーティーの件
チケット購入協力：５名
下半期報告書について
・YMCAリトリートセンター特別事業委員会　

夜桜フェスタ報告
飲料収益 12,013 円　チケット販売 52,000 円
下半期報告書について
・地域奉仕・環境事業委員会　

メタセコイヤフェスティバルの件
・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
６月第一例会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（母の日ファンド）
BF ファンド経過報告
・広報・ブリテン事業委員会　

６月号の骨子の確認
・EMC事業委員会　

リーフレットについて
例会出席状況の報告（メイクアップの報告）
安部さんについての報告
予算支出の報告

〈審議事項〉　
入会のリーフレット製作の件　承認

〈その他〉　
次回三役会　2018年６月21日（木）19：00～
次回新旧合同役員会　2018年６月26日（火）19：00～

メ　　ン　蘇理　裕司　６月１日　　山田　英樹　６月14日
　　　　　瀬本　純夫　６月17日　　幡南　　進　６月23日
　　　　　田中　升啓　６月28日　　八木　悠祐　６月29日
メネット　田中　淳子　６月８日　　大山　悠子　６月11日
コメット　石倉　　京　６月12日　　八木　茉耶　６月13日
　　　　　宮﨑　貴歳　６月18日　　左近　遼太　６月28日

倉見　直樹・享子　ご夫妻　６月１日
長谷川幸昌・絵理　ご夫妻　６月３日
田中　雅博・淳子　ご夫妻　６月４日
安部　英彦・智子　ご夫妻　６月17日

第１回　４月14日㈯　18:15～ 19:00　京都YMCA
〈西日本区・京都部報告〉　４月13日　京都部次期 Y サ懇談会

出席者　吉井次期会長・亀井次期書記・宮﨑次期 Y サ
委員長

〈YMCA報告〉　なし
〈三役報告〉　同日　午後５時～　役員研修会開催

講師山口雅也　京都部次期 EMC 主査
委員会配属の発表
次期年間スケジュール（案）発表

土曜日の持ち出し例会について予算・会場をドライバー
委員会で早期に検討を依頼。

〈各事業委員会報告〉　
次期委員会開催のお願い
事業方針・事業計画・予算・副委員長の選出

〈審議事項〉　なし
〈その他〉　35 周年実行委員会報告　実行委員会配属（案）発表

第２回次期役員会　５月23日（水）19：00～
ウェスティン都ホテル京都

第２回　年５月23日㈭　19:00～ 20:30
　　　　ウェスティン都ホテル京都　竹の間
〈西日本区・京都部報告〉　

・部長公式訪問　７月17日（火）（第二例会）に決定
川上部長　岡西メネット事業主査　東出 PR 委員長出席

・京都部地域奉仕・環境事業役員懇談会
５月31日　吉井次期会長　左近次期 CS 委員長出席

〈YMCA報告〉　
・リトセン秋の準備ワーク

８月26日から９月２日（日）に日程変更
・京都 YMCA チャリティゴルフコンペに各クラブ 10,000

円の協賛金の協力依頼　Y サ委員会で協議する
〈各事業委員会報告〉　

各事業委員会の事業計画案と予算案について協議
〈審議事項〉　なし
〈その他〉　次回次期三役会　６月19日（火）19：00～
　　　次回新旧合同役員会　６月26日（火）19：00～

京都YMCA第７回会員協議会
日　時　６月22日（金）　19:00～　
場　所　京都 YMCA マナホール

2018年５月22日（火）19:00～20:30
ウェスティン都ホテル京都　平安の間

第11回　役員会議事録

HAPPY BIRTHDAY HAPPY ANNIVERSARY

次期役員会議事録


