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今月の聖句 『それでも、二人はそこに長くとどまり、主を頼みとして勇敢に語った。
』
使徒言行録

クラブ主題

Audere est Facere−To dare is to do

ア ジ ア 主 題：AP Wichian Boonmapajorn（タイ）
西日本区主題：RD 浅 岡 徹 夫 （近江八幡）
京 都 部 主 題：DG 前

To dare is to do

メネット主題：RSD 大 澤 玲 子 （熊本ひがし）

「とにかくやろう−成せば成る」

「とにかくやろう−成せば成る」

「ワイズの原点、愛と奉仕で社会に貢献」

登 （京都みやび）
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原点を見つめ、新たな一歩へ

国 際 主 題：IP Finn A. Pedersen（ノルウェー）
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副題「理想を目指して変革と行動！」

「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＝
「若者に夢と希望を！」 〜メネットの愛で豊かな心を〜

新たな例会、メンバーの皆様がよかったと言える例会、
でも委員会の皆さんが最後に「委員長がしたいことをし
たらええねん」と言ってくださいました。
私にとって一番難しい言葉の一つでもあり、また新た
に一歩前進、出来るのかなと思えます。
ドライバー委員長として、司会をしなければなりませ
ドライバー委員長 内 田 雅 彦
ん。当然、言葉をかまないように、ゆっくり、落ち着いて、
「キックオフ例会」の時ほど緊張したことはなかったで
八木会長からドライバー委員長のお話を頂いたとき
しょうね。今は、ほんの少し気持ちが楽になってきまし
に、まさか、この俺が……なんか間違ってる。どう考え
たが、例会当日はかなり緊張しております。
ても無理やろ、司会なんてでけへん、ましてやキャピタ
これからまだまだ、沢山の例会が残っております。新
ルのメンバーの前でやろ、絶対に無理、そう思って八木
年例会、花見例会、また CATT 合同例会では今年はキャ
会長に言ってしまいました。私がこんな大役をできるだ
ピタルが担当になっております。気を抜かずにメンバー
ろうか、「大丈夫です。ドライバー委員会のメンバーの
の皆様が楽しんでいただけるように、また、自分自身も
方がいますので」八木会長のこの言葉で納得、OK しま
楽しんでいこうと思っております。
した。いやいや、ありがたく引き受けさせて頂きました。
会長をはじめ、今期ドライバー委員会の皆様のご協力
次期ドライバー委員会を初めて開催し次期に向けて、 のもといろいろな講演者の方をお招き出来るように努力
委員の方達がいろんな提案をしてくださいました。
していきたいと思っております。この一年私にとって貴
会長主題である「原点を見つめ、新たな一歩」を念頭
重な経験をさせて頂ける年でもありますので、皆様の一
に置きながらの例会運営、キャピタルらしい例会、また
層のご協力をお願い申し上げます。

ドライバー委員長として
新たな一歩

聖句の解説 日常の生活において、多くの困難に出会うことが多いと思います。そんな時、いつもどうしているのでしょうか。私た
ちはとかく対立を恐れたり、無関心を装ったり、あきらめたりしてしまいがちです。宣教旅行にきた二人は、この困難な状況の中で
神様に頼り、神様の助けでその状況に立ち向かいました。
それで対立者がいなくなったわけでも、危険がなくなったわけでもありません。しかし、神様の存在を信じて、その困難な状況に
立ち向かいました。
私たちの日々の生活のなかで、神様が共にいてくださり、神様の助けを信じて日々の生活を送りたいと思います。

Public
Relations
Wellness

ワイズデーはワイズ広報デー、ワイズデーでの催しや事業を積極的に外部に広報しましょ
う。できればワイズ以外の方も参加できるイベントを企画しましょう。
辻野啓一広報事業委員（奈良クラブ）

西日本区
強調月間

11月

年間強調
目標PR

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。

[ 月報告
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辻野啓一広報事業委員（奈良クラブ）
例会出席
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第一例会
3,706円
第二例会
2,884円
今期累計 22,341円
累
計 492,207円

（9月切手137.5g・累計訂正）

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 "
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2011年10月4日（火） 19:00〜21:00
10月第一例会 ウェスティン都ホテル京都

2011年10月18日（火） 19:00〜21:00
10月第二例会 ウェスティン都ホテル京都

一日 100 回「ありがとう」を……

おたのしみ例会

橋 本 眞 一
今期も早３ヶ月が過ぎ、八木会長の
挨拶もスムーズ（？）に、10 月第一例
会が開会しました。ゲストとして京都
グローバルクラブより、会長中島勝様、
妹尾弘幸様がご出席になりました。
本日は内田さんのご友人、黄檗宗大
本山萬福寺、黄檗宗宗務本院教学部長
であり、福聚山海寶寺御住職の荒木將旭様より、有難い講話を
頂戴しました。縁に感謝……、お蔭さま＝縁からスタートし、
お坊さんになられた経緯、つらい思いをされた萬福寺の修行時
代を経て、ご恩返しのためにも前向きにきちんと修行しようと
の思いに至られるまで、面白おかしくお聴かせ頂きました。お
釈迦様が仏教を開かれた根本は、世の中の方すべてが幸せにな
るように……、小さな幸せに気づき、受けとめ、育むという感
謝の気持ちが大切であると説かれました。一日最低 100 回「あ
りがとう」という言葉を発することにより、幸せというものを
感じることができるようになるということですので、私を筆頭
に薄幸のメンバーの皆さん、早速実践して参りましょう。

ファンド委員

石 村 吉 宏

受付で、４枚 1,000 円の飲み物券をファンド委員会が販売。
例会場にはバーカウンターも設置され、会場後ろには喫煙テー
ブルもあって、いつもと違う「今夜は飲むぞ」の雰囲気です。
今日はお酒を飲みながら食事をして、音楽を聴くというお楽し
み例会。食事中もいつもより賑やかで、ゲスト「うの・うちあ
きら」のお二人の演奏が始まると多くのメンバーが自然と手拍
子をして歌っていました。
多くのカバー曲の中で、オールディーズが始まるとダンサー
竹田さんの出番。何曲か踊って拍手喝采。松田聖子さんの曲に
は 50 歳前のメンバーが青春時代を思い出していました。
途中で、今回演奏にウクレレが使われている事もあって、キャ
ピタルウクレレ同好会の田中升啓さんに声がかかって登壇し、
ウクレレを持ったもののすっかり忘れていて、２番手の山田英
樹さんもやっぱり思い出す事が出来ずにあえなく降壇。師匠の
勝山さんが責任をとって、得意のウクレレでハワイアンを一曲
歌って名誉挽回できました。生ビールは早々と売り切れ、レシ
ピどおりかな？と思うカクテルもよく売れて、次回のファンド
例会のお酒販売に良い足掛かりができたようにおもいます。

ベテスダ祭り
安 部 英 彦
今年も 10 月 10 日（月 ･ 祝）にべテスダまつりが開催されま
した。
朝８時半に現地に集合し、亀井 CS 委員長のもとキャピタル
メンバー、メネットさん、コメットさんが一致団結して横手風
焼きそば、コロッケ、黒豚餃子、ドリンク、台湾かき氷と手際
よく準備をされていました。
10 時のオープンと同時に凄くたくさんのお客さんが来られ、
どのチームもプロ顔負けの技で頑張っておられました（中には
見た目が本職？の様なメンバーも……）。
その中でもキャピタルで「焼きそば」といえばこの人！ 山
田英樹直前会長のコテさばきに横手風焼きそばチーム一同惚れ
惚れしておりましたが、今年はライバル出現！です。
粉末ダシの魔術師？こと山田隆之さんが粉末ダシを巧みに操
り、金原さんの厳しい駄目出しにもめげず最高に美味しい横手
風焼そばを提供されていました！
私は残念ながら私用の為昼過ぎに早退いたしましたが、その
後もジャグリング等
のイベントが有りメ
ンバーも来場者とと
もに楽しい時間を過
されていたようです。
参加して下さった
メンバー、メネット、
コ メ ッ ト、 の 皆 様、
お疲れ様でした。

平 和 の 集 い
竹 田 博 和
10 月 15 日、本年度２回シリーズで行われる「平和の集い」
の第１回目が京都 YMCA にて、講師に反核京都医師の会代表
世話人三宅成恒様、桃山東合同宿舎避難の会「ふれあいの会」
代表の西山祐子様をお迎えして開催されました。
西山様からは、子供を持つ親として、福島で起きたこと、ま
た起きていることについて当事者としての正直なお話を聞くこ
とができました。続いて三宅様から医師の立場より放射能の健
康に与える影響につてご講演をいただきました。タイムリーな
話題であり大変興味深く聞くことができました。
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ファンド事業エンジンスタート！
山 口 雅 也
10 月 16 日午前６時リサーチパーク前の七本松通りで今年も
ジャガイモ・かぼちゃファンドの荷受け作業が行われました。
昨年は、アレ？トラックが到着していない。というハプニング
がありました。今年はファンド委員長が遅れている ?? という
ことでしたが、さすが事前の打ち合わせがしっかりされてお
り、石村さん、長谷川さん、森常夫さん、石倉さんらファンド
委員のメンバーがテキパキと荷物の振り分けを始められていま
した。
今年感じたことは、お手伝いに来ているメンバーの人数が多
くなったということです。次々とジャガイモのケースが各メン
バーの車に積み込まれていき、比較的早く作業が進みました。
早々に作業が終わるかと思いきや、最後になって数が合わない
事態となりました。しかしそのミスも無事解明し、今年も無事
大きな行事が終了しました。
また、当日はお米ファンドの
受け渡しも行われ、ファンド
委員会大活躍の朝でした。今
年はファンド事業目標を高く
掲げられましたが、この恒例
事業を期に、一気に加速して
メンバーの皆さんでがんばっ
ていきたいと思いました。

I Want to do
宇宙への思い
勝

山

廣一郎

私が小さい頃、よく親と一緒に銭湯に通った行き帰り、夜の空
を見上げると綺麗に輝いた星の数々、そしてお月様の白く光って
いたのがとても印象に残っていました。
小学生になった頃から夜空の星々に行って見たくなりました。
学年が進むにあたり理科の授業の時、水、金、地、火、木、土、天、海、
冥……（2006 年以前）と惑星の並びを知る機会がありました。そ
してロケットに乗って宇宙へ行って見たくなりそれを実現する為
の過程を周囲の大人達に聞くと、人並みはずれた頭脳と体力、気
力を兼ね備えていなければパイロットになれないことを知り、夢
が砕かれました。
その後は、映画、新聞、テレビより見聞きし、自分自身が宇宙
空間に飛び出しては想像を巡らしています。かなり以前より、国
際宇宙ステーション、気象衛星などが設けられ世界平和の為に貢
献されています。また昨年、日本発 はやぶさ が無事生還との
知らせがあり日本の技術が高く評価されてその記録映画が放映中
です。その反面、地球の周りを数多くの軍事衛星が飛び交ってい
る現状です。一例ではパソコンでのグーグルマップを開きますと
駐車中のプレートナンバーまではっきり見て撮れます。
子供の頃、夢に見ていた宇宙観と今は大きく異なっています。
望むなら平和利用の為に開発発展をして戴きたいと思います。

「人生の楽園」って ?
香

山

章

治

来年の 3 月 11 日をもって満 50 歳という区切りの年を迎えます。
38 歳で会社を起こし、たいした苦労もせずに何となく 20 名程の会
社の代表をし、この後何年このポジションで働くのか？よくやっ
ても 15 年程か？
将来の事を思うと、考えなければならない事や、やってみたい

「第１回 AIDS 文化フォーラム in 京都」に参加して
岡 本 尚 男
1994 年に横浜で開催された「第 10 回国際エイズ会議」をきっ
かけに、同年市民による市民のためのフォーラムとして発足
して以降、各地で開催されたのを受けて、京都でのフォーラム
が、京都 YMCA 神﨑総主事が事務局長として 10 月１日・２日、
龍谷大学大宮学舎東䆭で開催された。主催は京都府、京都市、
AIDS 文化フォーラム in 京都、後援は 47 団体。その一つにワ
イズメンズクラブ京都部・京都 YMCA も名を連ねていた。
私は１日目のプログラムに参加。開会式と「市民に知ってほ
しいセクシャリティーの多様性について」と「薬害エイズと闘
う」の講演に出席した。1980 年代、血友病患者の治療薬とし
て使用されていた輸入の血液製剤にエイズの病原菌が混入して
いたことで、多くのエイズ患者が日本でも発生。当初、同性愛
者が原因とされていたがその後の研究で必ずしもそのように特
定できないことが判明。
性交によることが原因ではあるが、多様な性行為がある以上、
予防は早期の血液検査と感染者はコンドームの使用につきる。
この現実を広く社会に認識してもらう以外に予防はできない。
エイズの陽性者は体内の免疫力低下により多様な感染症の罹患
率が高く死亡率も高い。発症を予防するにはその為に開発され
た薬剤の投与が生涯欠かせない事が、今は判明している。
しかし、血液製剤による患者の置かれている悲惨な現状に奮
起して、国に闘いを挑み菅厚生大臣の時代に国からの謝罪と裁

― やってみたいこと ―
事は山ほどあるが……まず……仕事では引退するまでに会社社屋
を建ててみたい。趣味はゴルフ、年に 2 〜 3 回は国内外のゴルフ
旅行に行きたい。楽しむ為に常に 80 台で回れるように努力しなけ
ればならない。現在絶不調……。トレッキングを始めたい。琵琶
湖でヨットを習ってみたい。プライベートでは夫婦で畑仕事に精
を出す。採れた野菜で日曜日のお昼ご飯を作る……。いかん……
やってみたいことが段々小さくなってきた……。
どうせ一度きりの人生。やりたいことやって……とは思うので
すが……。
はて？人生の幸せとは？人生の楽園とは何なのか？これからぼ
ちぼち少しずつ見えてきそうです。
それはキャピタルメンバーから教わることが一番多いのかな？
何をやるにもまず元気な体があってのこと。気を付けて一歩一
歩楽しみたいと思います。

仕事を軌道にのせて、自家菜園……
倉

見

直

樹

今、やりたいこと。仕事を軌道にのせることです。まずは家族
を守ることができないと、キャピタルの活動にもできなくなりま
すから。現実的ですみません。
やりたいこと。自家菜園です。季節の野菜を育てて、その日食
べる分を収穫して、食卓に並べる。やりたいですね〜。今もプラ
ンターでジャガイモを作ったりしていますが、なかなか上手く育
ちません。10 畳くらいでいいので日当たりのいい土地があれば、
いろいろ少しづつ育てたいです。大根・トマト・きゅうり・なす
等など。ありきたりですが薬を使わず自分が育てた野菜を家族で
食す。きっと美味しいに違いないと思います。
リタイア後は小さい定食屋さんもやりたいですね。自分で作っ
た野菜と旬の素材を使った身体にやさしい定食屋さんです。妻と
航太朗がお店の手伝いをしてくれている。想像するだけでにやけ
てきました。

判所による国との和解が成立したが、陽性患者とその家族に対
する社会の偏見が今もなお顕在化しているのが、喫緊の社会問
題となっていると、元衆議院議員家西悟によって生々しく語ら
れた。彼自身も薬剤による感染患者であるからこそ、その苦悩
に満ちた人生と生半可な努力では動かない国の姿勢も語られた。
当日、会場で配布されていた「話しにくいこと、カレシ、カ
ノジョに話せますか？」という A8 版の小さなパンフレットは
分かりやすい解説
書であった。年頃
の子供を持つ親と
しても、また良識
ある社会人として
自負するワイズメ
ンも一読の価値が
あると思った。国
際でも「ストップ
ザ エイズ」運
動が取り上げられ
ているいま、ご希
望の方には差し上
げるだけの十分な
数を頂いた。当日
は他クラブのワイ
ズメンや竹田さ
ん、亀井さんもボ
ランティアとして
参加されていた。
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メネット会・EMC 委員会合同
ファミリーバーベキュー
西 村 融 正
10 月 23 日（日）JR 湖西線志賀駅より徒歩 10 分にあります、
松の浦キャンプセンターで開催されました。開催前は、当日の
天気があまり良くない様子で心配でした。しかし、みなさまの
日頃の行い？のお陰で、雨も降ることなく秋らしい爽やかな天
気の中での開催でした。
野菜を切り、炭火を熾し、飯盒でご飯を炊いて……。みなさ
ん本当に手際よくて、準備は着々と進みました。その間、コメッ
ト達もきれいな砂浜で、笑ったり泣いたり大はしゃぎです。そ
して、お腹の空いたところで食事です。メニューは、網焼きで
牛肉、鶏肉、魚、焼き野菜、ホイル焼き、焼きおにぎりを。内
田さん特製スモークチーズ。五十嵐さん持参のチーズフォン
デュー。そして、菅原さん、竹田さんが網ですくった魚が２匹。
締めくくりは、ホットケーキに紅茶。大変豪華な内容でした。
よく飲み、よく食べ、よく遊ぶ。そしてよく働く。そんなメ
ンバーと楽しい時間を過ごせて良い一日でした。最後に、前日
までの買い出し、当日早くから準備・設営いただいたみなさま、
本当にありがとうございました。ご苦労さまでした。

メンバー
メネット
コメット

金原
安部
山田

弘明
智子
奈未

香山
柳
仁科

章治・慶子
慎治・早知子
保雄・節子

第４回

11月３日
11月20日
11月16日

大山

孜郎

11月28日

香山

紫保

11月17日

ご夫妻
ご夫妻
ご夫妻

11月12日
11月18日
11月25日

役員会議事録

2011年10月25日
（火）19:00〜20:45
ウェスティン都ホテル京都 竹の間
〈西日本区・京都部報告〉

京都部チャリティボウリング大会 2012年１月29日
（日）
14:00〜
しょうざんボウル 申込締切 12月10日
（土）

〈YMCA 報告〉

国際協力街頭募金 11月６日
（日） 12:00〜15:30
リトセンオータムフェスタ 11月23日
（水・祝）
11:00〜15:00

〈三役報告〉

クリスマス PT の件
PT 長・幡南、委員・香山、内田、倉見、長谷川、松井、石倉
（７名）

〈各委員会報告〉

京都部合同メネット会
メネット会長

八 木 未 穂

10 月 9 日京都ロイヤルホテル＆スパにおいて、京都部合同
メネット会が開催されました。
浅岡西日本区理事・前京都部部長のご挨拶のあと、大澤メネッ
ト主任・山中メネット主査より、今年度の事業方針の説明があ
りました。初めて西日本区や京都部のメネット事業の取組みを
聞く事が出来、改めてメネット事業への理解を深めることが出
来ました。ティータイムののち、かわべやすこ様よりフラワー
アレンジメントのご指導があり、とても楽しい時間を過ごすこ
とが出来ました。
参加メネット：岡本、仁科、正子・ダルマパーラン、八木、柳

横浜国際大会が「国際会議誘致・開催貢献賞」受賞
昨年開催された横浜国際大会が「平成 23 年度日本政府観光局『国
際会議誘致・開催貢献賞』」を受賞しました。
この賞は、前年度に日本で開催された数多くの国際会議、国際
大会の中から、運営、地域貢献等において模範となるべき実績を
挙げた会議、大会（一昨年度分は６会議・大会。昨年度分は我々
の大会を含め 11 月上旬に発表）が表彰されるものです。
横浜国際大会が受賞した理由は、
１）ホストコミッティー、実働委員会の手作り、創意工夫で成
功を収めたこと。
２）盆踊り（アラメヤ音頭）等で参加者と市民の交流を深め、ま
た、エクスカーション等で開催地（横浜）の魅力を参加者
に紹介できたこと。
３）環境問題公開講演会、環境ポスター展、こども環境絵画展
等で市民も巻き込んで環境問題への意識啓発を積極的に行
なったこと等が挙げられます。
授賞式は 12 月 14 日の予定です。
改めて皆さまのご協力、ご支援に感謝申し上げます。
（元横浜国際大会ホストコミッティー事務局長
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田中博之）

YMCA サービス委員会 東日本大震災復興支援ボランティア
9/16
（金）
〜9/19
（日） 参加者：山田
（英）
・倉見 11 月第１例
会にて体験をスピーチ
（10分） プロジェクタ、
スクリーン要／
11月YMCA 行 事 予 定 国 際 協 力 募 金 11月６日
（日）
12:00〜
15:30 出欠確認
（５名参加予定で提出済み）
／リトセンオータ
ムフェスタ 11月23日
（祝） 11月７日
（月）
実行委員会開催
飲み物販売予定／わんぱくチャレンジ 11月27日
（日） 11月
初旬の金曜日に打合せ／YMCA への協力活動について 東日
本大震災 救援・復興募金及び被災 YMCA 支援募金
（期間延長
３月末）
／YMCA 活動専門推進委員会より協力依頼 京都へ
震災で避難されている方に暖房器具提供
（ 詳細はメールにて）
地域奉仕・環境委員会 ふれあい広場決算報告 予算 100,000円
決算 100,000円／べテスタまつり決算報告 予算 40,000円
決算 24,835円／京都ライトハウス創立50周年記念《シンポジ
ウム》 11月13日
（日）
13:00 京都ライトハウス４階ホール／メ
タセコイヤフェスティバル日程検討 2012年3月20日
（火・祝）
にて検討中
ドライバー委員会 11月第一例会 ファンド例会 プリンス
クラブ25周年アピールに２名ゲスト参加 東日本大震災復興
支援ボランティア体験スピーチ
（10分）
／12月第一例会 通常
例会 講演予定 煎茶美風流 四世家元 中谷美風 様 内
容未定 講演料：交通費を含めて３万円予定／12月第二例会
ファミリークリスマス
（PTにて検討）
／１月第一例会 新年例会
場所未定
（早急に検討要）
／CATT 例会
（３月第二例会） クラ
ブ間での予算の確認をし予算立て⇒企画・立案
交流委員会 訪韓時期アンケートの実施予定 年内をめどに
訪韓時期調整アンケートを実施 DBCは4月東京訪問予定
（詳
細未定）
ファンド委員会 オータムジャンボ宝くじファンド 収益
3,700円
獲 得 賞 金 117,100円 購入81口 81,000円 配当
1,400円／１口
（儲けの１割をファンドとし、
10円未満切捨て）
（117,100−81,000）
×0.9＋81,000＝113,490円
（分配原資） 113,490
÷81＝1,400円
（１口あたりの配当額）
／お楽しみ例会
（音楽例
会）
飲み物ファンド 売上 22,400円 収益はファンド例会での
飲み物ファンドと合算して算出／ファンド例会 10月27日or28
日に委員会を開催する／オークションの開催 ＊商品回収は、
チラシにて募集
（回収日の設定・案内あ書記より配信）
＊販売方法については、打ち合わせ中 ＊ファンド例会時の
飲み物ファンドの実施／11月ファンド
（物品販売） お酒、大
山ハム、観葉植物、ジャンパー／次回役員会よりファンド収
益一覧を添付することとする。
ブリテン・広報委員会 11月号ブリテンの結果報告／12月号
ブリテンの進捗状況の確認 ＊11月第二例会にて入会される
志田育夫さんの新入会員プロフィールを掲載
EMC 委員会 オリエンテーションの実施 10月17日
（月） 対
象者：志田育夫 様 入会の意思を確認、
11月第二例会にて入会
式を執り行うこととする。
／EMC 親睦会の開催
（メネット親睦
会と合同開催） 参加者：メンバー 16名・メネット６名・コメッ
ト５名
メネット会 メネット懇親会の開催
（EMC 委員会と合同開催）
／
メネット会費を 11 月第一例会にて徴収

〈審議事項〉

志田育夫氏入会の件

〈次回委員会開催日時〉

YMCA サービス事業委員会 11月９日
（水）
季久
（広
報ブリテン事業委員会と合同）
／地域奉仕・環境事
業委員会 未定／ドライバー事業委員会 11月８
日
（火）
天／交流事業委員会 未定／ファンド事業
委員会 11月８日
（火）
19:00／EMC 事業委員会 11
月８日
（火）
19:00 三条 YMCA
（火）
19:00〜
第５回役員会 11月22日
第５回三役会 未定

編集後記
秋本番。
今月も多くの行事が開催され、
楽しく有
ブリテン委員長 西村融正
意義な１ヶ月でした。

出席第一・時間厳守・親睦・奉仕・古切手収集

承認

