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今月の聖句

国 際 主 題：IP　Finn A. Pedersen（ノルウェー）　“Audereest Facere－To dare is to do”「とにかくやろう－成せば成る」

アジア主題：AP　Wichian Boonmapajorn（タイ）　“To dare is to do”「とにかくやろう－成せば成る」 

西日本区主題：RD　浅岡徹夫（近江八幡）　「ワイズの原点、愛と奉仕で社会に貢献」　副題「理想を目指して変革と行動！」

京都部主題：DG　前　　登（京都みやび）　「志を共有し、小さな１歩大きな前進」 ＝思いやりと感謝の気持で粘り強く＝

メネット主題：RSD　大澤玲子（熊本ひがし）　「若者に夢と希望を！」 ～メネットの愛で豊かな心を～

クラブ主題

会　長／八 木 悠 祐
副会長／幡 南 　 進
　　　　石 倉 　 尚
書　記／吉 井 崇 人
　　　　田 中 雅 博
会　計／村田深砂子原点を見つめ、新たな一歩へ

ワイズを知らせよう、まず近くから次に広く。YMCAとの事業や地域奉仕活動などを外部に広報しましょう。
辻野啓一広報事業委員（奈良クラブ）

6
在籍者数　　37名
第一例会　　35名
メネット　　14名
第二例会　　35名
メネット　　11名
ゲスト　　　　3名
出席率　　97.29%

切　　手　　180g
（次期繰越）
現金累計　68,000円
切手累計　2,802g
ＢＦ献金　70,802円
（前期繰越分含）
Ｊ Ｗ Ｆ　　　0円
Ｅ　　Ｆ　　　0ドル

第一例会　　　　0円
第二例会　18,000円

累　　計　367,500円

マグカップ　21,120円

累　　計　760,715円

献　　血　　　0cc
成　　分　　　0名
累　　計　　400cc
成分累計　　　0名

第一例会　　　　0円
第二例会　　　　0円
今期累計　　68,239円
累　　計　469,866円

メンバー一人ひとりの小さな一歩は、クラブの大きな一歩となるでしょう。
新しい自分の為、未来のクラブの為、まず一歩踏み出しましょう !!

大岩英人EMC事業主任（京都グローバルクラブ）
７月
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『どんな理由でわたしにそのようなことを言われるのですか』
サムエル記　上　第９章 21 節

　キャピタルクラブの皆様、いよいよキャピタルクラブ
の第 29 期が始まりを迎えます。
　先期、西日本区大会という一大イベントを終え、キャ
ピタルクラブは一層、まとまりのある強いクラブとなり
ました。今期、そんなクラブの会長職を仰せつかり、日々、
身が引き締まる思いで一杯です。今期の主題は、「原点
を見つめ、新たな一歩へ」とさせていただきました。ワ
イズメンズクラブ、YMCA、そしてキャピタルクラブの
これまでの歴史やアイデンティティを理解し、クラブメ

ンバー全員が、キャピタルクラブを楽しめるようなクラ
ブ運営を心がけていきたいと考えております。
　先期、東日本大震災という未曾有の災害に見舞われ、
改めてボランティア活動の重要性や地域コミュニティと
の連携の大切さがクローズアップされております。キャ
ピタルクラブとしても、YMCA の活動を支援すると共
に、今まで行ってきた地域奉仕活動の改善をはかり、よ
り良い奉仕活動を目指してまいります。その中で、クラ
ブメンバーとの結びつきがより強固なものになってゆく
と確信しております。
　次々期には 30 周年を迎え、更なるクラブの飛躍の時
期を迎えます。主題にある「新たな一歩へ」のためにク
ラブメンバー全員で心を一つに一年間頑張ってまいりた
いと思います。皆様、一年間よろしくお願い致します。

聖句の解説
　神がイスラエルの最初の王として選び出し、そのことを告げられた青年サウルは思わず「どんな理由でわたしにそのようなことを
言われるのですか」と応えるのだった。
　王として選ばれるということ、それはいわば、他者のために自分の力を用いて生きることを命じるものであった。青年サウルにとっ
て、そこで示される生き方は、それまで彼が考えていた将来とは大きくかけ離れていた。そこには不安と、また自分の力を、自分以
外の者のために用いなければならないことへの苛立ちもあったのではないだろうか。しかし、やがて彼は生活を脅かされたもののた
めに立ち上がり、多くの仲間を得て戦いに勝利することとなる。
　他者のために自らの力を用いる時、一人の人間が持てる以上の力がそこには働く。「なぜ自分に」という問いへの答えは、誰かの
ために、誰かと共に力を合わせる中でこそ与えられる。

Kick－off
EMC－C

原点を見つめ、
新たな一歩へ

会　長　八　木　悠　祐
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でもやっぱりキャピタル最高

直前会長　　山　田　英　樹

　西日本区大会も盛会の内に終える事が出来、今は少しホッと
しているところです。感想はずばり一言だけ、キャピタルクラ
ブ恐るべし！
　身内の欲目を除いたとしても、なかなかどうして素晴らしい
仕事をしたように思います。今期一年間、様々なところへ出
かけ多くのワイズメンと交流を深めました。皆さんそれぞれに
オリジナリティーあふれ素敵なクラブ運営をされているのです
が、キャピタルほど年齢や人数のバランスの良いクラブはとて
も少ないのが実情でした。
　反省点は勿論たくさんあると思います。しかし凛と筋の通っ
た大会運営は多くのワイズメンの心をグッと捕まえたに違いあ
りません。全員が一丸となって２年間努力を続けたその思いの
丈が多くの人に感動を与えたのだと思います。
　キャピタルクラブは次にどこへ向かうのか？少し心配でもあ
り、大いに興味のあるところです。
　ブリテン記載事項であまり褒めたら駄目ですね……。他クラ
ブのワイズメンに笑われてしまいますね……。でもやっぱり
キャピタル最高です！

　11 日（土）8：30 京都市国際交流会館へ（生憎の雨）。受付
準備完了！ムシ暑いよ～汗だく！役員会チームと協力クラブの
大活躍に感謝。次は、ウエスティン瑞穂の間へ。整然と並べら
れたイス……壮観です。羽織、袴に変身！似合うかなぁ～？似
合ってるよ！にニヤリ。満足じゃ。森（常）さんに感謝。
　全国から集いしワイズワイズワイズ握手握手握手。950 名の
登録、広報・渉外委員会ありがとう。受付には一段と美貌に磨
きがかかった（かけた ?）メネットさん。プログラム、名札準
備 OK。総務委員会バッチリ。いよいよ開幕だぁ～。司会は、
安定感の橋本さんとすでにプロの域の五十嵐さん。バナーセレ
モニー完璧。式典チーム Very Good ！順調、順調……一日目
式典終了。懇親会場に模様変えのためにドンデン。その間、コ
スモスホールにて休息、一杯、二杯、三杯……懇親会へ。司会

巨大ドミノ倒し

大会実行委員長　　石　倉　　　尚

　さぁ！　２年がかりでみんなで並べたドミノ倒しの始まりで
す。
　2011 年６月 10 日（金）19 時よりウエスティン都ホテル京都
　葵殿に於いて前日夕食会が、始まりました。大門チームリー
ダーをはじめ懇親会チームは、少しピリピリ……。
　司会は、内廣さんと五十嵐さん。滑り出しも何とか……みん
な緊張していたが、プログラムが進むにつれ順調に進んでいま
す。京都市交響楽団員のアトラクション、お酒も十二分に全身
に潤い、楽しく歓談、無事お開き。明日の準備……も今更ない
か……二次会へ！

2011年６月10日（金）～12日（日）　京都市国際交流会館・ウェスティン都ホテル京都
第14回西日本区大会　ホスト　京都キャピタル　協力　京都エイブル・京都トップス・京都東稜

950名参加　クラブの歴史に残る大会盛会裡に終る
東日本大震災支援商品完売

第一例会振替

山田会長挨拶 仁科理事挨拶

前日夕食会　まずはごゆっくり １日目　和服中心でお出迎え

左から太田京都府副知事、門川京都市長、島田日本YMCA同盟総主事、
藤井国際会長夫妻、髙田アジア地域会長夫妻
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は、グッと若く吉井さんにバトンタッチ（がんばってぇ～）。テー
ブルがビッシリ。すごいなぁ～。左右からサービス員 100 名が
シャンパン持って登場。震災募金、大太鼓叩いて、ガンバろう！
日本！「BURAI」の演奏もサイコー！懇親会チーム GOOD 
JOB ！皆さ～ん、フェローシップへど～ぞ～……

　12 日（日）今日は、式典チームの独走です。7:30 聖日礼拝。
瑞穂の間の中央に……それでも 200 人。階下では IBC・DBC
締結準備。9:00 式典、順調にドミノは進む……あれ、あれ、あ
れ、早くねぇ？早
い早い。一旦休憩
を、順調順調……
えっえっえっ早い
やん早いやん。仕
方がない私が……
話 す こ と が な い
……OK ！ OK ！
仁科理事の閉会点
鐘。
　完璧！完璧！金
原大会運営委員長、みんな
ありがとう。最後に、エク
スカーションお見送り。
　やった～無事ドミノ完
倒？後は倒したドミノの
お片づけ……２年間本当
にお疲れ様でした＆あり
がとう。
　あっ、財務委員会には決
算が、記録委員会には写真
の整理が……まだしばら
くよろしくお願いいたし
ます。

I B C・DBC 報告

交流委員長　　勝　山　廣一郎

IBCの部
　６月 11 日 13 時 30 分京都駅改札口で歓迎の横断幕を掲げ釜
山ベゼルと光州ベゼルクラブのメンバーを待っていたところ、
駅前新阪急ホテル前に急遽変更との連絡が入り、そこから宿泊
先の京都トラベラーズインへ急行しチェックインを済ませ、大
会会場に到着した時はバナーセレモニーもスムーズに終了し、
山田会長の挨拶の時刻でした。
　第一部終了後、光州ベゼルクラブの女性メンバーは買い物へ、
釜山べゼルメンバーはキャピタルの人たちと約 2 年半ぶりの再
会に、握手で歓迎の挨拶を交わしていました。
　第二部懇親会に移り 950 名の参加者にベゼルメンバーは驚
き、歓談中も興奮気味で「BURAI」の太鼓演奏に大乗りでした。
　第三部フェローシップアワーには仁科理事夫妻も駆けつけ、
親睦を深めていただきました。終了後徒歩にて宿泊先まで帰ら
れました。
　６月 12 日７時 30 分聖日早天礼拝終了後、平安神宮庭園めぐ
り～南禅寺を散策しました。
　12 時 45 分の大会エクスカーションで天竜寺～東寺～京都駅
へ。18 時よりメルパルクで歓迎会を開催。山田会長、釜山ベ
ゼルクラブ長明輝会長、仁科西日本区理事より挨拶をいただき、
食前感謝を大山孜郎さん、献杯を八木悠祐次期会長と進行、食
事・歓談のあと釜山ベゼルと光州べゼルクラブの自己紹介、両
クラブとのプレゼント交換、余興にカラオケ。これが最高に盛
り上がりあっという間に終わりの時間となりました。終演後タ
クシーにて宿泊先へ送りました。
　６月 13 日８時 30 分、多数のキャピタルメンバーが見送りに
駆けつけ京都トラベラーズインより送迎用タクシーにて関空か
ら釜山へ帰国されました。
釜山ベゼルクラブ：

長　明輝（会長）、金　錫伊（IBC 委員長）、具　教天（次
期会長）、金　成龍（事務長）、姜　慶淑

光州ベゼルクラブ：郭　彰宣、　丁　英美
　今回の釜山ベゼルクラブ訪日に際し、交流委員各位よりの多
大なご協力のお陰で運営がスムーズに運びましたことを感謝申
し上げます。また、大会期間中仁科理事の紹介で呉永三氏に大
変お世話になりました事を感謝申し上げます。

DBCの部
　６月 11 日、東京クラブより 10 名の参加者が来京、第一部に
於ける DBC 締結クラブの紹介、第二部懇親会では酒を酌み交
わし和気あいあいの雰囲気。フェローシップアワーでは互いの
交流の場を持ち、東京クラブを代表し松田理事ご夫妻へキャピ
タルクラブ山田会長夫妻よりメン、メネットへの手みやげをお
渡しいたしました。

前　日　夕　食　会

１ 日 目 懇 親 会

２日目　蝶ネクタイとブラックスーツでお見送り

１日目　メネット勢揃い
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そして素晴らしい大会であったことに「ありがとうござい
ました。」そして、そして感謝を込めて「お疲れ様でした。」

倉見　直樹　皆様お疲れ様でした。何も分からないままのス
タートでした。皆様が真剣に一生懸命取り組まれている姿
に凄く刺激を頂きました。　

菅原　樅一　入会して 10 年、最高に素晴らしいクラブに入っ
ているんだなとつくづく思いました。全員が火の玉となっ
て花火のように輝いた大会でした。これからもこの輝きと
全員の「和」を大切にして、次の目標をめざして。

瀬本　純夫　兎に角、２年以上の準備を重ね、そして、キャピ
タルらしく成功裡に終えたことにホッとしています。キャ
ピタルは本当に素晴らしい !!!

大門　和彦　大きなトラブルもなく、無事に大会を終える事が
出来てほっとしています。チームメンバーのご協力に感謝
し、改めてキャピタルクラブの素晴らしさを実感しました。
皆様、ご苦労様でした。

竹田　博和　何よりもキャピタルクラブに若い力が溢れている
ことを知るよい機会となりました。

田中　雅博　今まで何回も西日本区大会に出席しましたが、こ
れほどその日を待ち遠しく思ったことはありませんでした。
何のお手伝いもせずに晴れ舞台に立たせていただき、本当
に石倉実行委員長はじめ皆さまに感謝いたします。

田中　升啓　まさにクラブが一つになった西日本区大会、本当
にすごかったです。キャピタルクラブ最高です !!!

西川　欽一　私にとって初体験の西日本区大会は、バタバタと
するうちに、役にも立てぬまま、筋肉痛を残して閉会して
しまいました。

仁科　保雄　西日本区大会の盛会を感謝申し上げます。キャ
ピタルと協力クラブのエイブル、トップス、東稜クラブと
の素晴らしい連携によって今回の大会成功があったものと
思っています。実行委員長と委員会の皆様に心よりお礼申
し上げます。

西村　融正　みなさま本当にお疲れさまでした。貴重な経験を
させていただきました。ありがとうございました。

橋本　眞一　皆さん、お疲れさまでした。見せましたね、キャ
ピタルの底力を……。若い力に乾杯です。

長谷川幸昌　みなさまの凛々しい姿、活気に満ちた様がとても
印象的でカッコ良かったです。お疲れ様でした。

幡南　　進　多くの方と握手しました。今までこんなに人と触
れあった事が有ったかな～？　改めて人の暖か味を実感し
ました。

村田深砂子　当日は出席できませんでしたが、１年前から始
まったアピールの旅、仁科理事のお面作成の苦労など思い
出に残りました。

森　　繁樹　初めての着物、西日本区大会、西日本区大会実行
委員、IBC、初もの尽くしでした。EMC 事業の表彰では、「ノ
ンドロップ賞」「青年会員獲得賞」「出席率 90％達成賞」の
3 部門でアワードを頂きました。

森　　常夫　石倉委員長、金原さん、山田会長、仁科理事そ

安部　英彦　私は残念ながら大会に参加できませんでしたが、
本番に至るまでのキャピタルメンバーの頑張りに感動しま
した！

五十嵐由紀　皆で力を合わせて事業ができて楽しかったです！
石倉　　尚　役割を楽しむ。楽しかった。みんなが同じ方向に

力を結集する。これほど大きなパワーはない。何でもできる。
キャピタル最高！ありがとう。

石村　吉宏　感謝、感謝、感謝。トップスは大勢でバッチリと
決め、エイブル、東稜の３名の方々にも助けて頂きました。
石倉さんの「終わったらすべて良し」が心に沁みます。

内田　雅彦　「第 14 回西日本区大会ありがとう」。皆さんお疲
れさまでした。本当にキャピタルで良かった。着物も着れ
たし、皆さんに喜んでもらったし、仁科さんを中心に、キャ
ピタルが一丸となりこの大会が終えられました。またメン
バー間の絆がより一層ふかまりました。ありがとうござい
ました。　

内廣　　健　キャピタルメンバー・一人ひとりが持ち合わせて
いる知恵と個性が、創造性豊かな演出によって集大成され、
未来に向かって大きく存在感を示した三日間だったと楽し
く思い返しているところです。

大山　謙一　「キャピタルのメンバーはやっぱり凄い」そのひ
と言に尽きる !!　最高にいい眺めだった。

大山　孜郎　西日本区大会に関わったこの期間、仕事の時間以
外は、いや仕事をほったらかしにして PC の前に座っている
私でした。貴重な体験をありがとう。

岡本　尚男　区大会ホストと理事輩出はクラブと会員にとって
は素晴らしい経験と財産となり今後に生きるでしょう。

勝山廣一郎　11 日は役員会会場の国際交流会館で、区役員の
受け入れ態勢に対応。その後、大会会場で式典のリハーサ
ルに立ち会いました。最大の山場であるバナーセレモニー
の入場がプログラムに沿って、音響、照明が絶妙のタイミ
ングで進行し、ハイライトの全クラブバナーの掲揚までの
打ち合わせと確認を行った時に、大会成功を確信しました。

金田　英二　皆様のご協力もあり自分の担当を無事全うでき、
何よりも大会が大成功だったことがよかったです。

金原　弘明　大会が終わった瞬間、それまでのつらさ全てが吹
き飛ぶ程の充実感とメンバー全員への感謝の思いが込み上
げてきた。全ての人にありがとう。キャピタルクラブ、最高！

亀井　久照　皆で力を合わせひとつの目標を目指す。キャピタ
ルクラブの底力を感じました。そして、大きな絆が出来た
と思います。この経験を生かせば、キャピタルでは何でも
出来そうに思えます。またみんなでデッカイ花火を打ち上
げましょう。

香山　章治　本大会に参加された多くの方より、素晴らしい大
会だったとのお言葉をいただき、これまでの大変さが達成
感に変わりました！　大会に関わられた皆様、本当にお疲
れ様でした。

神﨑　清一　大きな事業を準備しやり遂げられましたことに
「皆さん、おめでとうございます。」そんな気持ちで一杯です。

　６月 12 日、式典終了後、12 時 45 分、ホテルより出発のエ
クスカーションには松田俊彦東日本区理事夫妻、田中博之会計
夫妻、佐藤茂美会計、上原玉音 DBC の方々、東西日本区のワ
イズメン、釜山ベゼル、光州ベゼル、キャピタルメンバー、エ
イブルクラブメンバーを含む 51 名の参加を得て、天竜寺（昼

食には精進料理）～東寺（五重の塔内部）見学を終え、京都駅
八条口にて解散、堅い握手で再会を約してお見送りをしました。
東京クラブ：

松田俊彦・薫、田中博之・直美、正司征彦・翠、細川　剛・
俊枝、佐藤茂美、上原玉音

よい体験をありがとう―裏方に徹したメンバーの感想―
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第 14期西日本区理事　　仁　科　保　雄

　２年前に私が理事を正式にお受けするにあたり、キャピタル
クラブや京都部のメンバーの皆様に大きな後盾となって戴きま
したが、理事の重責を思い胃の痛くなるような毎日を過ごして
いたことを昨日のように思い出します。
　理事就任後私が一番に感じたことは、キャピタルクラブの皆
さんの一枚岩となった応援と、クラブの団結力でした。
　この２年間に西日本区大会のためにクラブが区大会成功に向
けて頑張って戴いている姿を見て、どんな事があっても西日本
区諸事業を成功させ、決してクラブに恥をかかせてはならない
という信念を固めることが出来ました。また、その為にも私た
ち役員が「心ひとつに」目標に向かって邁進する決意でもあり
ました。
　クラブからは西日本区役員として柳　慎司さん、田中雅博さ
ん、山田隆之さんと、クラブにとってはかけがえのない重要な
メンバーにご協力を戴き、また、大会実行委員長には石倉　尚
さんを中心に運営委員長の金原弘明さんなど、全てのお名前を
列記できませんが、全てのメンバーに感謝を申し上げます。
　ワイズメンズクラブの全てのクラブが今期後半に起こりまし
た大震災に、大きなご支援を戴きました。これも今期の西日本
区の一致協力態勢があったればこそと、誇りに思っています。
支援事業も始まったばかりで、今後長期間にわたって続くこと
と思いますが、気持ちを緩めることなくいつも緊張感をもって
どんな不測の事態にも対処できるクラブこそ、奉仕クラブとし
てのワイズメンズクラブの真骨頂と言えると思います。
　これからも「京都キャピタルクラブ」の存在感を国際的にも
名実ともに知らしめる活動をお願いしたいと思います。本当に
２年間ご苦労をおかけいたしました事と西日本区大会を大成功
に導いて戴いたことに心より感謝を申し上げます。

書記　　柳　　　慎　司

　２年近く前に「西日本区書記」の大役
を仰せつかり身震いをした記憶がありま
す。当然ながら武者震いではなく、あま
りの重責感からです。
　部書記・クラブ会長・主査を経験させ
て頂きましたが、西日本区役員とは全く

の想定外で、生半可な気持ちで臨めないのは言うまでもありま
せん。
　最終的には、メネットの一言「書記職はやりたくても出来な
いよ、出来る人だと評価を頂いたからこそ、出来る役職と……」
この何気ないメネットの一言で腹を括った次第です。以来こと
ある事にロースターを引っ張り出し、今年ほど定款部分が汚れ
た事はありません。区報も然り、5年前分から読みあさりました。
書記の失態は自身の事では無く、理事は勿論、クラブの顔を潰
し兼ねない事ですので精一杯努めさせて頂きました。
　任期中２回の準備役員会・4 回の役員会・5 回の常任役員会・
代議員会でしたが事前準備たるや凄まじいスケジュールで、主
任の方々との事前会議も数回、一泊研修会も開催しました。次
期役員研修会に次期会長・主査研修会では研修側ではなく、主
催者側としての開催。色々な打ち合せに理事宅と事務局長宅へ
は月に何回お伺いしたことでしょうか。
　９部の部会にもメネット共に参加させて頂きましたが楽しい
思い出ばかりです。唯一早朝に我が家にトラックが突っ込み大
破した愛車を残し、瀬戸山陰部会へ向かった時は流石に自身の
役職を恨んだ事もありました。
　部会・役員会・研修会では最後に「YMCA の歌」を斉唱し
ますが、第 14 回西日本区大会第 2 日目 2011 年６月 12 日の

「YMCA の歌」の斉唱時は、これらの想いがいっきに駆け巡り、
最前席にて大泣きしている姿は誰も想像されて無かったと思い
ます。「皆様本当に有難う御座いました」

会計　　田　中　雅　博

　2009 年１月 28 日に三条 YMCA で西日
本区役員の初めての顔合わせが行われて
以来２年半、初めての財務委員会、初め
ての役員会と、本当に初めてのことに遭
遇することばかりでした。もちろん戸惑
うこともたくさんありましたが、この歳
になってこれだけ初めてのことが経験で

して各委員長さん、クラブ全員の力で西日本区大会を無事
に終えることが出来ました。一生懸命準備をして頂いた周
りの人たちを含めて感謝したいと思います。大きな大会を
成功に導いたキャピタルクラブの底力に感激しております。
新しい力でこれからのキャピタルがどの方向に向かうのか
本当に楽しみです。

八木　悠祐　さすがキャピタルクラブ !!　というのを改めて
感じました。クラブメンバー全員で作り上げた、そのプロ
セスこそが、今後のクラブの力になると確信しております。
皆さん本当にお疲れ様でした。

柳　　慎司　第 14 回西日本区大会を終えるにあたり、全国の
ワイズ仲間のお支えにて、何とかやり遂げた感で一杯です。
皆様「感動を有難う御座います。」

山口　雅也　渉外担当として、精一杯やった。いい経験を得た、
ワイズの環が広がった。やってよかった !!

山田　隆之　堀さん見ましたか？　なかなかキャピタルクラブ
もいいクラブになったでしょう！

山田　英樹　大きな仕事を終えたキャピタルクラブ、この先
キャピタルクラブがどこへ向かうか？　贅沢だけど大いな
る悩みですね。

吉井　崇人　ワイズに入ってはじめて大会に参加しました。紙
面で出来上がっていったものが実際に形になって行くこと
に感動しました。やれば出来る！　信じれば出来る！　そ
んな事を目の前で体験できたこと、先輩方の姿に感動し大
変勉強になりました。私自身も確実に何かを得られた様に
思っております。本当にありがとうございました。

長いようで短かった２年間。区役員からの感謝

浅岡次期理事へバトンタッチ 森田元日本区理事より感謝盾授与
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きたことを、今となっては本当に有難い経験だったと思います。
こんな私をキャビネットに選んでいただいた仁科理事に感謝で
す。いつも私の前に立って盾になってくれた柳書記に感謝です。
そしてこれまで支えてくださった皆さまに感謝いたします。
　ただ昨年度の会計の杉本さんが「今年の西日本区大会が済ん
で本当にすべてが終わった気がする。ホッとしている。」とおっ
しゃるのを聞き、私ももうあと一年頑張らないといけないと改
めて思いました。毎月の西日本区事務所通いも、もうあと一年
続けます。

メネット書記　　柳　　　早知子

　例年と異なり今期は区メネット事業書
記という立場から、どんな会にするのか
……から携わりました。
　当日は司会の役目もあり緊張感もピー
クの上、着物を着ての準備等々で始まる
前から汗だく。国際メネット ID、国内事
業支援先の豊島神愛館館長、主任及び各

部主査からの今期事業報告がメインです。
　とても美味しかった和食弁当の会食中には各部メネットア
ワーの様子と、豊島神愛館に贈られた軽自動車の映った DVD
の観賞をしました。
　沢山ご参加頂いたキャピタルクラブのメネットさん達には、
大会の受付という役目があり、余儀なく途中退席をされ少し残
念でしたが、150 名もの参加を頂き、区メネット事業の集大成
を無事報告できた事に安堵しています。
　受付担当者・報告書作成・DVD 作成や操作等々、この会の

入会式と感動の引き継ぎ例会

倉　見　直　樹

　西日本区大会というビッグなイベントを控えての、会長とい
うポジション。想像もできないくらいの大変なプレッシャー
だったと思います。入会して半年の私でさえ、そう思うのです
から、クラブのメンバーの皆さんが感じておられる山田会長へ
の想いはとてつもなく深く、大きいものだったでしょう。
　松井陽子さんの入会式に続いてその会長を支え目覚ましい活
躍をされた方々の受賞式は、「労い」と「感謝」の想いが詰まった
拍手の中で執り行われました。自分もいつか、こうして皆さん
の拍手を頂けるように努力しないといけないな、と感じました。
　金原さんが作成された渾身の力作のメッセージビデオ。メン
バー全員の山田会長への感謝がこめられたものでした。そのな
かでメネット会長のとも子さんが語られた山田会長の就任時の
言葉に、私は大変感動しました。凄まじい覚悟と責任感。一人
の男として恰好いいと率直に思いました。

ホームクラブ 200％出席
石倉　尚　　石村吉宏　　岡本尚男　　金原弘明
竹田博和　　柳　慎司　　山田英樹　　田中升啓
亀井久照

メーキャップ 200％出席
勝山廣一郎　　香山章治　　仁科保雄　　幡南　進
森　繁樹　　内田雅彦　　大山謙一　　西村融正

パープル特別賞　岡本尚男

パープル大賞　金原弘明西日本区大会大会運営委員長

パープル賞
安部英彦ファンド委員長　　田中升啓 CS 委員長
幡南　進ドライバー委員長　勝山廣一郎交流委員長
大山謙一広報委員長　　　　竹田博和 Y サ委員長
森　繁樹 EMC 委員長
石倉　尚西日本区大会実行委員長

ワイズメンズクラブ
40年在籍　岡本尚男　15年在籍　大門和彦・竹田博和
10年在籍　菅原樅一　５年在籍　吉井崇人・金原弘明

西日本区よりのアワード
【YMCA ユース委員会竹田委員長：献金 100％達成賞】
【地域奉仕委員会田中升啓委員長：TOF 献金優秀クラ

ブ賞、FF 献金優秀クラブ賞、CS・TOF・FF トリプ
ル達成賞】

【交流委員会勝山廣一郎委員長：優秀賞（国際大会最多
登録クラブ）】

【ファンド委員会安部委員長：BF 優秀賞、BF ポイント
100％達成賞】

【EMC 委員会森繁樹委員長：EMC ノンドロップ賞、青
年会員獲得賞・EMC 出席率 90％達成賞】

＜個人賞＞岡本尚男様：献金個人優秀賞、FF 献金個人優秀賞

為にご協力頂いた方々、また、キャピタルクラブはじめ今期メ
ネット事業にご協力頂いた全てのメン、メネットの皆様に感謝
致します。
出席メネット　石倉、内廣、大山、岡本、勝山、香山、菅原、

田中淳子、仁科、柳、山口弘子、山田まゆみ、山田とも子、
正子・ダルマパーラン

理事事務局員　　山　田　隆　之

　キャピタルクラブメンバーのご協力を
得て、区の運営に携わる機会を頂き、大
変感謝いたしております。多くのワイズ
メンと出会い、思い出深い１年になりま
した。
　私がキャピタルクラブの会長をさせて
頂いている時に、「次期における次々期理

事」を擁立する話が舞い込んできました。初めは仁科さんを直
接口説に来られていましたが、なかなかいい返事をされないの
で、クラブ会長の私のところまで「仁科さんを何とか口説け！」
と何回も連絡がありましたが、仁科さんが理事を受けない理由

（釣果があがらない釣りに行けない）を知っていた私は、間に
入って困っていた事を昨日のように思い出します。
　西日本区事務局の仕事をさせて頂き、少し距離をおいて仁科
理事、柳書記、田中会計を見ていましたが、臆せずに何時も自
信をもって発言や行動をされている姿を見て、まさにキャピタ
ルクラブの後押しの賜物だと実感していました。西日本区理事
事務局から見るキャピタルクラブはとても素敵で、いつも輝い
ていました。

　It's Coming ～時が満ち、新たなムーブメント～。
　山田会長、新たなムーブメント、充分に起こされたんではな
いでしょうか。6月第二例会 2011年6月25日（土）　18:00～21:00

ウェスティン都ホテル京都

山田会長最後の挨拶 八木次期会長（右）へ引き継ぎ
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リトセン開設ワーク
美味しいカレーができました !!

田　中　升　啓

　西日本区大会、そして前日が引継例会と、アピールする間も
無く当日を迎えたリトセン夏の準備ワーク。「みんな二日酔い
で昼前に来るんやないやろうか……」と不安が頭を過ぎりまし
た。しかし、早朝より集まっていただいたメンバーは絶好調で
ありました。またメネットの皆様には多岐にわたってご協力い
ただき、料理を知らない委員長ですが本当に美味しいカレーが
できたと自画自賛しております。（食卓に花まで飾っていただ
いて感動いたしました！）カレー作りって楽しいですね !!
参加者 : 石倉、石倉メネット、石倉コメット、石村、内田、大

山（謙）、岡本、岡本メネット、勝山、勝山メネット、金原、
亀井、亀井コメット、倉見、瀬本、竹田、田中（雅）、田中（雅）
メネット、田中（升）、田中（升）コメット、仁科、仁科メネッ
ト、西村、幡南、八木、八木メネット、八木コメット（２人）、
柳、柳メネット、山口、山田（隆）

東日本区大会に参加して

岡　本　尚　男

　６月４日・５日に長野県松本文化会館で開催されました。行
きは山田会長の車で田中西日本区会計、山田理事事務局員と、
帰りは仁科理事夫妻の車で送迎して頂きました。私にとっては
ありがたいことでした。
　大会は 410 名の参加で「松本から届けようワイズの心」の合
言葉に、東日本大震災を強く意識したプログラムでした。とり
わけ印象に残ったのは、医師としてチェルノブイリ原発事故被
災地で活動された経験から、現在直面している福島原発に対す
る菅谷昭長野市長の講演でした。その内容については様々な所
で公開されると思いますので控えますが、市長という公職に就
かれた方にしては明快で説得力のあるお話でした。市長として
の立派な哲学を持たれた方だという印象を強く持ちました。
　長野県人の歌手、上条恒彦さんのプログラムは市民に公開さ
れ、声量豊かな歌声とトークでデビュー当時のことを思い出し
たひと時でした。会場ロビーでは東日本被災地支援の商品販売
が行われ、一部は西日本区大会でも販売するために仁科理事の
車に積みこまれました。東西の連携の良さを感じる一瞬でした。
　翌日は富士クラブの河合重三次期理事に松田俊彦理事からバ
トンが引継がれました。DBC の関係にある東京クラブの理事
として、仁科理事とは何かにつけて密接な東西の連携が出来
たことはこれからの被災地 YMCA やワイズメンズクラブ支援
に必要な道筋がつけられた事と思います。また、巡りあわせと
は言え両クラブから東西の区理事を輩出し、災害に向き合えた
ことはキャピタルクラブにとっても歴史に残る出来事となるで
しょう。
　大会終了後、仁科理事夫妻と私が東京クラブの方々と交流昼
食会に参加して、一週間後に迫った西日本区大会での再会を
願って一路京都に向かいました。

映画やDVDをゆっくりと鑑賞
安　部　英　彦

　私は趣味の釣り、神輿、キャンプをちょこっとづつ
ですが自分なりに楽しくやらせて頂いております。
　新たに何かやってみたいこと……となると、映画や
DVD をゆっくりのんびり見てみたいなと思います。普
段は外に出る機会が多く、あまりゆっくり見る時間は
無いかも知れませんが、お客様から色々教えて頂いた
作品を冷た～いビールをチーズの燻製でもつまみなが
ら、の～んびり見たいなぁと思っています。
　今はそれぐらいしか思いつきません……。メンバーの
皆様、何か良い作品がありましたら教えてくださいね！

「次の日本」の姿を作りたい
長谷川　幸　昌

　今は、明治維新、太平洋戦争に次ぐ日本の時代の大

きな転換期なんでしょうか？　もし、そうだとしたら、
次の日本はどんな姿なのか……私のやりたいことはそ
んな「次の日本」の姿を作ること。と、言ったら大袈
裟ですね。
　政治、経済、モラルやマナーの低下など、生きてい
く中での不安は枚挙に余るこのごろですが、もう少し
上を見て歩けば、世の中には良いニュースも沢山ある
はずです。人の不幸を見て自分の幸せを感じるのでは
なく、人の幸せを共有して心が豊かになる。そんなラ
イフスタイルを自転車屋という仕事を中で、ワイズメ
ンとして多くの人に発信して、世の中の居心地を良く
していきたい。
　多くの人と楽しい時間を共有して、幸せを感じあう。
具体的には、いろいろな人と一緒に自転車乗って温泉
で汗を流しておいしくビールを飲む。こんなことを時々
でよいのでジジイになっても続けていたい。そのため
の大義名分かもしれませんが。

I Want to do ― やってみたいこと ―



－ 8 － 出席第一・時間厳守・親睦・奉仕・古切手収集

＜報告事項＞
西日本区　・西日本区大会開催　６月 11 ～ 12 日
京 都 部　・第４回評議会　６月 19 日（日）午前 10 時～
Y M C A　・リトセン夏季準備ワーク（次期事業）　６月 26 日（日）
三　　役　・松井陽子さん入会の件
　　　　　・各事業委員会、事業報告・会計報告に関して
＜各事業委員会報告＞
　・下半期事業報告ならびに会計より決算報告
＜審議事項＞
　・松井陽子さん入会の件→承認
　・今期の事業報告・会計報告について
　　→ドライバーニコニコ・マグカップファンド・松井さん入

会式などを見越して承認
　　→上記に伴う会計変動を見越して承認

〈京都部報告〉
　・京都部評議会の報告
　・京都部部会の案内・詳細
　　京都部部会９月 11 日（日）　福知山　三段池公園
　　京都駅 7：30 集合　登録費：6,000 円
　　登録締め切り７月 29 日（金）
　・部長公式訪問例会　7 月 19 日に決定
　　＊報告承認後スケジュールに反映
　・京都部ファンド交流会……７月８日（金）開催
　・京都部メネット引継会……７月 22 日（金）開催
　・京都部 EMC 懇談会……７月 29 日（金）開催予定
〈YMCA報告〉
　・リトセン夏の準備ワーク　2011 年６月 26 日
〈議　題〉
　事業計画案の検討
　①地域奉仕・環境事業委員会

ペットボトルキャップ及びプルタブを集める件
継続して例会で集める。今期収集分も次期で預かる。

　②ドライバー事業委員会
持ち出し例会の予算案を検討する件

花見例会　6,000 円
CATT、納涼、新年例会　各 8,000 円

　事業計画案の変更
　①ドライバー事業委員会

グリーティングカードの送付を取り止める（計画案より
はずす）

　②例会時のワイズソングは、日本語とする。
　地域奉仕環境事業委員会
　①ふれあい広場……舞鶴海上自衛隊へ行くことを検討中。
　　７／９現地視察予定。
　予算案について
　①６月１名入会により次期入会予定人数変更。５名から４名
　　予算案を訂正する。
　・年間スケジュール案の検討
〈審議事項〉
　・事業計画案承認
　・予算案は，今期繰越金などを合算して再度役員会で報告す

ることを前提に承認
　・年間スケジュール案承認
第１回役員会　７月 26 日（火）19:00 ～
　場所：ウェスティン都ホテル京都　竹の間

メンバー　神﨑　清一　７月８日　　亀井　久照　７月16日
メネット　内廣　嘉子　７月22日　　柳　早知子　７月29日
コメット　田中　愛純　７月３日　　幡南　玲奈　７月８日
　　　　　八木　萌寧　７月19日　　山田　隆太　７月19日

編集後記
　みなさまのご協力のお陰で、無事今期第１号を
発行することができました。ありがとうございま
す。今期１年間よろしくお願いします。

ブリテン委員長　西村融正

西日本区大会打ち上げ開催
日時　2011 年６月 18 日（土）　19:00 ～ 21:00
場所　豆乳しゃぶしゃぶ　寅太郎
　　　〒 600-8099　京都市下京区仏光寺通烏丸東入上柳町 331

タカノハスクエア B1

　新しい仲間紹介　
松井陽子　Matsui Youko

生年月日：1979 年３月 13 日
勤 務 先：府会議員松井ようこ事務所

〒 601-1366　京都市伏見区醍醐大構町 3-2　中野ビル 206
勤務先電話：075-572-3366
血 液 型：O 型
モットー：真実一路
趣　　味：スポーツ、映画鑑賞、散歩
紹 介 者：森　繁樹
入会して一言
自分自身を磨き、又、皆様のお役に立てるよう、精進
致します。どうぞ宜しくお願いします。

６月４日～５日　東日本区大会（松本）
６月７日　　　　故長井　潤氏の前夜式
６月10日～12日　西日本区大会（京都）
６月18日～19日　日本YMCA同盟委員会総会（東山荘）
６月22日　　　　常任役員会
７月17日～18日　西日本区役員会　直前理事として出席

八木　悠祐・未穂　ご夫妻　７月７日

2011年6月21日（火）19:00～21:00
ウェスティン都ホテル京都　竹の間
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2011年6月21日（火）19:00～21:00
ウェスティン都ホテル京都

第３回　次期役員会議事録


