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今月の聖句

国 際 主 題：IP　Finn A. Pedersen（ノルウェー）　“Audere est 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）

8
在籍者数　　38名
第一例会　　35名
メーキャップ　1名
メネット　　　4名
第二例会　　32名
出席率　　97.00%

切　　手　1,285g
現金累計　　　　0円
切手累計　4,087g
ＢＦ献金　　　　0円
Ｊ Ｗ Ｆ　　　　0円
Ｅ　　Ｆ　　　　0ドル
（7月累計に誤りがありました）

第一例会　17,000円
第二例会　11,000円

累　　計　54,000円

ネクタイ　10,350円
ファンド委員会より　5,000円

累　　計　26,050円

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

第一例会　　　426円
第二例会　　3,095円
今期累計　　11,517円
累　　計　489,379円

各クラブでメネット例会を企画し、国内プロジェクトへの理解を深めましょう。
大澤玲子メネット事業主任（熊本ひがしクラブ）９月
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『主はわたしたちを罪に応じてあしらわれることなくわたしたちの悪に従って報いられることもない。』
詩編　第 103 編　10 節

今期メネット会長に就任し、２ヶ月が
過ぎようとしています。思えば、今年

の１月に「次期メネット会長やってね♪」と軽く主人か
ら言われ、「いいよ♪」と軽く返事をしてしまったので
した。主人がワイズメンズクラブの活動をしているのは
結婚する前から聞いていましたが、具体的にどのような
活動をしているのか、メンバーさんとどんな関係を築い
ているのか、全く理解していませんでした。そんな、主
人と結婚し最初に参加したのが、「天」で開かれていた
何かの委員会でした。そのときも「ちょっと飲み会、顔
ださへん？」と軽く誘ってきたので、「いいよ♪」と軽
く返事をしたのを覚えています。それから２人の子供に

恵まれ、育児などでなかなか会に参加できないでおりま
したが、クリスマス例会やリトセンでのイベント、ベテ
ズダの家、昨年のワイズデーなど、子供と一緒に楽しめ
る事業に参加させていただき、メネットさんやコメット
さんに子供が遊んでいただいたりする中で、本当に家族
ぐるみでお付き合いのできる会なのだなぁと改めて実感
しております。
なにより、ワイズメンズクラブに参加しているときの主
人の顔は、何時に無く楽しそうで本当に充実した顔をし
ているのが、何よりも嬉しく感じております。
　私自身、クラブのこと、YMCAのこと、メネット会
のこともまだまだ理解できておりません。キャピタルク
ラブの事業にできるだけ参加し、もっとクラブのこと、
メネット会のことを知っていきたいと思います。なによ
り、自然体で皆さんとワイワイガヤガヤ楽しめるよう、
主人のように充実した顔になれるよう頑張りたいと思い
ます。至らぬメネット会長ですが、どうぞ１年間ご指導
の程、よろしくお願い致します。

Menettes

聖句の解説　「因果応報」と私たちはよく口にします。例え口にしたり、言葉として考えないとしても、生き方の根にあることは間
違いありません。良くも悪くも、原因あっての結果だ……。私たちの行動（商売も、勉強も、評価も）の発想における大原則はコレ
……と言っていいでしょう。ですから逆に、「因果応報」に反する事を目にすると、「正義ではない！」とさえ感じます。でも、聖書
は告げます、神は「因果応報」によって私たちに報いることはない……と。「目には目、歯には歯」という言葉がよく引用されます。
これこそ神の「正義」だと。でもそれは、人間が行う裁判（個人的復讐ではありません）の原則として記されたものです。この詩は、
そうした人間が行う裁きの原則を破って表される「主を畏れる人を超えて大きい」神の慈しみを詠っています。
　そうです、もしも自分の為した罪や悪に応じて人は必ず報いられるとすれば、誰も神の前に立つことはできません。滅びるしかな
いのです。しかし聖書の告げる神は、どんな罪さえも遠ざけてくださる憐れみと赦しに満ちた神です。だから、私たちははばかるこ
となく御前（みまえ）に近づくことができるのです。

一からのスタート
メネット会長　八　木　未　穂
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納　涼　例　会

菅　原　樅　一

　八木会長のご挨拶で今期初めてのお楽しみ例会が始りました。
　７月、総会、部長公式訪問を終え、７月 15 日の祇園祭ボラ
ンティア、８月７日のリトリートセンター「ファミリーデイキャ
ンプ」、９月からは種々の行事が目白押し。夏の一番暑い時に、
一寸休んで、冷たいビールを片手に皆でワイワイガヤガヤ楽し
みながら、これからの元気を養おうという例会でした。委員会
対抗「風船割りゲーム」では、ヒヤヒヤ、ドキドキ、全員が熱
中する中で、優勝「地域奉仕」、準優勝「ファンド」の結果と
なりました。約２時間、皆々、大いに楽しみ、これから八木会
長を中心に、キャピタルメンバー、メン・メネットこぞって、
仲良く活動を進めて行こうと、心に刻み、納涼例会を終えまし
た。ドライバー委員会の皆様、ありがとうございました。
　参加者　メン 35 名、メネット４名

「EMCアワー」&「公益法人認定に伴う、これからのYMCA」

勝　山　廣一郎

　まだまだ残暑の残る例会、八木悠祐会長の明るく活気ある挨
拶で始まりました。
　例会前半では、今期より EMC委員会より提案されていま
した、EMCガイダンスの作成発表がされました。瀬本委員長
より新入会員対象にキャピタルワイズメンズクラブを初歩的、
且つ具体的にガイダンス内容の趣旨説明があり、森副委員長
よりプロジェクターを用いて、「ワイズメンズクラブの歴史」、
「YMCAの歴史」、「クラブ行事の一年間」、などユーモアにと
んだ説明がありその後、各メンバーより多くの参考意見があり、
今後よりよい内容のガイダンスを作成していく事で終了いたし
ました。
　後半は、神﨑清一京都YMCA総主事より、京都YMCAの
公益法人化についての説明がありました。2004 年より推し進
めてきた申請が 2011 年８月に審議会より許可が通りました。
偶然ですが今例会にて初めての報告となりました。
　まず、公益法人化にともない、財団法人京都キリスト教青
年会から「公益財団法人京都YMCA」に名称変更となります。
公益法人の条件としては、改革に沿った組織変更、公益性の証
明、定款作成、不特定多数の人を対象とする事業、財務的条件
（公益事業の収支相償）、情報公開、他に具体的な説明がされ、
YMCAの本質であるミッションに基づいて行っている事業の
公益性が認められた、と結論づけられます。
　東京、大阪、横浜、に続いて京都で４番目の公益法人化の認
可となりました。

ファミリーデイキャンプ

倉　見　直　樹

　８月７日（日）、前日の納涼例会のお酒が抜けたかどうか、微
妙な朝、リトリートセンターへ集合。京都YMCAボランティ
アビューローが企画したファミリーデイキャンプのお手伝い
だ。他にも京都・パレス・エイブル・めいぷるクラブも含めて
48 名が参加。京都・ウエスト・めいぷる・洛中・トップス・
ウイング・ZEROクラブからは資金援助もあった。福島から子
供と一緒に京都に避難されてきたご家族の皆さん 33 名が参加
される。
　ひと時ではあるが、日常から少し離れ、自然の中で楽しく過
ごして欲しい、そんな想いでキャピタルのメンバーは集まった。
バーベキュー、天
ぷら、ピザ、流し
そうめん、カレー、
おにぎり等。メン
バーは朝から準備
に大忙し。11 時
には参加者の皆さ
んが到着、メン

バー全員でお出迎え。
　お母さんと子供たち。ほとんどの方がそうであった、何人か
のお母さんにお話を聞くと、お父さん達は現地で仕事をされて
いるのだ。一緒にいて当たり前の家族が離れて暮らしている。
元通りの生活にいつ戻れるかもわからない。自分ならどうする
だろう？
　考えたがイメージできない。現実味がないのだ。参加されて
いた方の笑顔に逆に力をもらう。あの日からもうすぐ半年。こ
れから我々ができること、喜ばれることは何だろうか？　考え
なければいけないと思った。
　キャピタルの参加者　メン15名、メネット７名、コメット６名

8月第一例会 2011年8月6日（土）　19:00～21:00
円山公園「祇園　鳥久」 8月第二例会 2011年8月23日（火）　19:00～21:00

ウェスティン都ホテル京都

瀬本EMC委員長 森EMC副委員長 神﨑総主事

参　加　者　全　員被災者代表の方のご挨拶キャピタル参加者
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も夢ではありません。次回も呪文のように唱えます。「ケツ上げ・
ゆっくり」……今後に期待してください。
　準優勝：幡南プロ（NET75）、３位：橋本プロ（同 78）
　４位から順に（名誉のためスコアは標記せず）
　西村プロ、西川プロ、香山プロ、亀井プロ、田中升啓プロ

　五十嵐　由　紀
　私が数年前からやりたいと思っていた大きなことは“青少年育
成への協力”と“障害のある方への何かしらのお手伝い”の２つ
でした。お陰様でキャピタルクラブとのご縁をいただき、思いが
けず２つ一度に実現の一歩を踏み出すことができました。
　その他、小さなことでやりたいことは、
　①　引越しをして、シンプルな部屋でラブラドールと一緒に暮

らす。
　②　子供の頃に習っていたエレクトーンを学びなおす。
　③　最近まったくしなくなったアーチェリーをする。
です。文字にしてみるとすぐにできそうなことばかりですが、も
ともと面倒くさがりなので、なかなか行動できずにいます。これ
を良い機会に、もう少し意識して実現に近づけてみようかなと思っ
ています。
　あとは常に自分の視野や考え方が狭くならないように、色々な
ことにチャレンジし学びながら、困っている方や悩んでいる方の
役に少しでもたてるような自分になりたいと思っています。

為せば成る、為さねば成らぬ何事も！
　石　倉　　　尚
　やってみたいこと……いっぱいあるなぁー。
　小学生の頃、夏休みといえば早朝より毎日のように山へゲンジ（カ
ブト虫・クワガタのこと）を獲りに行った。大文字山のナナマガリ
（七曲り）やブッセン（仏教専門学校）のスイバ（ここに行けば高確
率でゲンジがいる秘密の場所のこと）へよく行った。この経験を活
かし、チョモランマ征服！……無理か……。
　中学生の頃、音楽に目覚めクリスマスにモーリスのギターを買っ
てもらった。この経験を活かし、武道館デビュー……チューニン
グで弦が切れてばっかりで、結局ギターは飾りもん……これも無
理か……。
　25年来やっているゴルフはどうだ（現パープル会チャンピオン）。
ショート・ミドル・ロングホール、全てでバーディーを取った経験を
活かし、全ホールバーディー。パー72で18アンダー、グロス54である。
わぉ！　スバラシイ。今年 52歳、２年後に達成すれば、記録に残
るエイジシュート……ハンデ 22では……やっぱり無理か……。
　為せば成る、為さねば成らぬ何事も！（小学校のときの林先生が、
よく言っていた。）成るか成らぬか、わかりませんが、やってみた
いことが有るうちは、努力あるのみ！（練習キライですが）成らぬ
とも楽しく努力できればOKです。そのためにも心身ともに健や
かに、仕事にワイズにがんばりま～す。

I'm a Champion!（２回目）

Ishik ●● aプロ

　2011 年７月 31 日（日）日清都カントリークラブにて第 17 回
パープル会が開催されました。猛暑の中、予選（？）を勝ち抜
いてきた先鋭８名による激戦でありました。
　出だしのティーショト（宇治コース）は、右へOBとスター
トでつまずきましたが、何とか前半 49 で折り返すことができ
ました。後半（都コース）、同組の幡南プロが出だし２ホールを
バーディー・バーディーと絶好調ですが、私も何とかパー・パー
で切り抜け、最終ホール（パー）にて逆転優勝をすることがで
きました。
　勝因は、日頃の鍛錬と強靭な精神力の賜物であると思います。
次回からHDCP11 となりますが、この調子で精進すれば連覇

　内　田　雅　彦
　やってみたいこと色々、サーフィン、ウクレレ、陶芸、スノーボー
ド、富士山御来光、甘味屋、カフェ、不動産屋、いっぱい有りす
ぎて……
　サーフィンと富士山御来光は、体重が重すぎのためダイエット
に成功しなければ出来ないかも、ハハハでもいつかは……
　ウクレレはまた再開したい、陶芸もやりたいな、パン屋を開業
する前に陶芸を少し習っていました。お店のパンを置くお皿少し
ですが今でも使っています。
　スノーボード……娘たちがやってみたいと、7年ぐらいやってな
いので教えてあげられるかな、これもダイエットしなくては……
　甘味屋、カフェは事業としてやってみたい……
　不動産屋……一番似合っているかも
　どれもやってみたいことばかり、これから少しずつ楽しんで
「やってみたい」じゃなくやっていこうと思っています。

ぶらっと「一人旅」
　大　山　謙　一
　「やってみたいこと」「こうなりたいってこと」「夢描くこと」
……は沢山ある。……が、今やってみたいことは何か？　というと、
「一人旅」だろうか。
　北へ南へと日本全国、ありとあらゆるご当地グルメを！　ぶらっ
と歩いて、気にいったイタリアンなどの専門店を見つけては食べ！
　コーヒーのいい香りがすればカフェに入り！　興味を覚える物
事があれば立ち寄り！　なにか体験したいことがあれば、実際に
体験するっていうものいいかもしれない……というように自由な、
きままな旅を。もちろん長期間。
　そして、惚れ込む食材などがあれば、自分の店に取り入れたい。
活かしたい。そんな「一人旅」をしてみたい。もっと大きく言えば、
色んな国を旅して、感性を、知性を高めたい。
　実際に、計画的に、行けるところ、できること、を見つけて、
計画して、行ってみて、検討して、実行する……ことを「夢」で
終わらぬよう（※ここ肝心）目指してみたい！　極めて怪しいもの
だが……

I Want to do ― やってみたいこと ―
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神﨑さんが事務局長です（京都新聞８月26日朝刊より） 書記に連絡
　・京都部CS委員会……８月 27 日（土）

参加：亀井・八木　AIDS 文化フォーラム
in 京都への人的支援・協力金の依頼４→審
議事項へ

　・交流事業懇談会……９月９日（金）
　　参加：山田（隆）・八木
　・京都部広報ブリテン懇親会……９月16日（金）
〈YMCA報告〉
　・リトセン秋の準備ワーク……９月４日（日）
　・第２回復興支援ボランティア……９月16日（金）～

９月19日（月）
〈各委員会報告〉
　・ YMCAサービス委員会

ファミリーデイキャンプ結果報告
被災者参加者　大人15名　子供18名　計33名
メンバー参加者　メン 15 名　メネット７名
コメット６名　計 28 名

　・ YMCA行事予定発表
青い空と白い雲のキャンプ　８/20 ～ 21 ／
平和の集い　10 月に変更

　・リトセン準備ワーク詳細報告
担当：草刈り　集合時間：9:30（リトセン）

　・東日本区大震災ボランティア　９/16（金）～９/19（月）
　　山田（英）・倉見参加予定
　・東日本大震災　救援・復興募金及び被災YMCA支援募金
　　前月分　4,433 円　第一例会　380 円　第二例会　3,095 円
　　合計　7,745 円　９月第二例会まで募金予定
　・地域奉仕・環境委員会

９月例会より献血の呼びかけ開始／ふれあい広場　現地へ
再度見学　再度打合せ後、詳細の決定／AIDS文化フォー
ラム in 京都　人的支援・協力金の依頼　審議事項へ

　・ドライバー委員会
　　９月第二例会会場変更　コスモスホールに変更
　・交流委員会

DBC　４月に東京へ訪問決定／ IBC　韓国へ訪問決定（時
期は、アンケート等で調整予定）

　・ファンド委員会
ネクタイファンド　収益 10,350 円（23 組 46 本販売）／合
同委員会ファンド　収益 5,000 円／じゃがいもファンド販
売予定報告／じゃがいもファンド配送の日時決定　10 月
16 日　時間 6:00 集合　集合場所：リサーチパーク／次月
ファンド案内の作成・配布（書記からメール配信）

　・ブリテン・広報委員会
花火観賞会原稿を、クラブ行事欄掲載予定をトピックス
欄に移行

　・ EMC委員会
　　９月 13 日（火）　第 1回ガイダンス開催 出席者の確認
　　松井陽子さん歓迎会日時決定　９月 14日（水）　場所：未定
　・メネット委員会

10月９日（日）　14:00 ～ 16:00　京都部合同メネット会開催
京都ロイヤルホテル&スパ　参加費：3,500 円

〈審議事項〉
　・エイズ文化フォーラム支援金 1万円の件

協力金を支払うには、説明不足との判断で現状では資金
協力は行わない。人的支援については、メンバー個人の
意思で参加協力。

　・松井陽子さん配属の件　EMC委員会に配属決定
第３回役員会　９月 27 日（火）　19:00 ～
第３回三役会　９月 26 日（月）　19:00 ～

メンバー　菅原　樅一　９月11日　　長谷川幸昌　９月11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　山口昂一郎　９月９日　　山田　智也　９月12日
　　　　　石倉　　斉　９月27日

編集後記
　お盆も過ぎて、朝夕秋の気配が少し感じられるよ
うになりました。よく食べ、よく寝て、体力を回復し
たいと思います。　　　　　ブリテン委員長　西村融正

吉井　崇人・香月　　ご夫妻　９月17日
亀井　久照・三千代　ご夫妻　９月15日

花　火　観　賞　会

　８月８日（月）、大津びわこ花火観賞会&BBQパーティーが
石倉邸で開催されました。９年ぶりの開催となり、何と今回
は開催に先立ち隣家を買い上げ更地へ、鮎の塩焼き等々石倉メ
ネットの手料理に舌鼓……。午後４時から続々とメンバーファ
ミリーが集まり、持ち込みワイン・大吟醸・サザエ・岩ガキ等。
花火も全景が観え楽しい一夜を過ごさして頂きました。
　９時 30 分皆様メネットの
運転にて家路へ……。
　石倉様お世話になりました
……来年から恒例として宜し
くお願い致します。
　参加者ファミリー
石倉家・香山家・山田（英）・
（隆）両家・岡本家・勝山家・
八木家・吉井家・亀井家・
柳家・西川家・山口弘子

〈西日本区・京都部報告〉
　・中部部会……８月 28 日（日）　参加：仁科・仁科メネット
　・京都部会……９月 11 日（日）　参加：28 名
　・阪和部会……９月 23 日（金・祝）　参加：仁科・仁科メネット

＊各部会案内は、書記からメールで行う。出席希望者は、

2011年8月30日（火）19:00～21:00
ウェスティン都ホテル京都　竹の間

第２回　役員会議事録


