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今月の聖句 『……「第一の掟は、これである。
『イスラエルよ、聞け、わたしたちの神である主は、唯一の主である。心を尽く
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し、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。』第二の掟は、これである。 会 長／八 木 悠 祐
副会長／幡 南
進
『隣人を自分のように愛しなさい。』この二つにまさる掟はほかにない」』 マルコによる福音書 第 12 章 29−31 節
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
Audere est Facere−To dare is to do

国 際 主 題：IP Finn A. Pedersen（ノルウェー）
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

「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）

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」

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〜

輪を広げよう
EMC 事業委員長

瀬 本 純 夫

久々に委員長を仰せつかりました。初めての EMC 事
業委員長ということで、少し躊躇した点もありましたが、
お引き受けさせていただくこととなりました。
今期の八木会長の主題であります『原点を見つめ、新
たな一歩へ』という言葉を素直に捉え、事業方針の中心
に「設立当時のメンバー数プラス１名の 42 名への増強」
を据えました。昨年の仁科理事期に合わせ順調にメン
バーを増やしてきている中、更に４名の増強とするのは
少し大変なことのようにも思えました。それでも何とか
目標達成に向け委員会で色々と話し合いを持つ中、今ま
でになかった『キャピタル・ガイダンス』を開催するこ
ととしました。いきなり例会にメンバーゲストと参加し
て、雰囲気に戸惑う様なことをなくし、クラブ、ワイズ

に少しでも触れていただくことを目的としております。
今期、漸く１名のメンバーが入会されました。残り半年
と少し、キャピタル・ガイダンスが十分な働きが出来る
よう委員会全体で頑張っていきます。それでも目標達成
はメンバーの皆様の協力なしでは成し得ないことですの
で、一人でも多くのメンバーゲストをお誘いいただきま
すようお願いいたします。
またもう一つの柱としましては「ノンドロップとメン
バーの親睦」を挙げさせていただきました。こちらは先
月に開催したようなファミリーバーベキューで、メン
バーだけでなく、日頃の活動を支えていただいているメ
ネット、コメットの皆様と共に楽しみ、親睦を深められ
ればと考えております。後期にも開催を予定しておりま
すので、一人でも多くのメンバー、ファミリーがご参加
いただければと願っております。
最後になりますが、キャピタルクラブはいい仲間の集
まりだと思います。そのいい仲間の輪がもっともっと広
がっていけば更にいいクラブとなり、有意義な自己研鑽
の場となっていくと思います。残された期間、委員会の
メンバー共々頑張りますので、みなさまのご協力を宜し
くお願いします。

聖句の解説 この第二の掟は、
「ゴールデンルール」としてよく知られ、多くの人々の心に刻み付けられています。しかし、ゴー
ルデンルールだけが一人歩きしてはいないでしょうか。イエスの言われたのは、
「神への愛」と「隣人愛」この二つが結びあ
わされて初めて健全な関係が生まれると言うことでした。
「愛のない信仰」
「信仰のない愛」に対する投げかけとして、イエ
スの言葉を噛みしめたいものです。
親睦のエネルギーを放出し、限りない奉仕をしよう。
西日本区 2000 名に向かって大きく前進 !!
大岩英人 EMC 事業主任（京都グローバルクラブ）

西日本区
強調月間

12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

BFポイント

ニコニコ

ファンド

献 血

125
在籍者数
38名
第一例会
37名
第二例会
36名
メーキャップ
0名
出席率 97.00%

切
手 1,161g
現金累計
0円
切手累計 4,155.5g
ＢＦ献金
0円
Ｊ Ｗ Ｆ
0円
Ｅ
Ｆ
0ドル

第一例会
0円
第二例会 13,000円
累
計 98,000円

お楽しみ例会Bar 9,855円
ファンド例会Bar 18,854円
ファンドオークション 229,250円
合同委員会ファンド 4,800円
東日本大震災復興募金 飲み物余分買取 1,235円
第一例会 2,685円
計 939,400円
第二例会 3,480円 累
累
計 24,638円

献
血
成
分
累
計
成分累計

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 "

0cc
0名
400cc
0名

125周年
募
金

第一例会
3,400円
第二例会
3,533円
今期累計 29,274円
累
計 499,140円
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2011年11月1日（火） 19:00〜21:00
11月第一例会 ウェスティン都ホテル京都

2011年11月15日（火） 19:00〜21:00
11月第二例会 ウェスティン都ホテル京都

ファンドオークション例会

入会式と防災への備え

田 中 雅 博
八木会長の力強い点鍾で 11 月第
１例会が開会しました。今日はファ
ンド委員会による「ファンドオー
クション」が行われます。それに
併せて会長の挨拶ではオークショ
ンの起源についての蘊蓄が、いつ
もより少し長めに語られました。
また今日は京都プリンスクラブ
より三村良行様と小野敏明様のお二方が例会に来られ、「25 周
年記念事業」のご案内をされました。
その後、倉見さんより東日本大震災復興支
援ボランティアに参加された時のお話しがあ
りました。見ると聞くでは大違いとのことで、
現地での経験談が熱っぽく語られました。良
いお話しでした。感動しました。
さてファンド委員の
石倉さんの軽快な進行
に合わせて、いよいよ
ファンドオークション
が始まりました。壇上
倉見さん
には皆さんから出品さ
れた多くの品物が集まっています。最初
はあまり上がらなかったテンションも、
皆さんのお腹にお酒が行き渡ってきた頃
には少しずつ上がりはじめ、次々とたくさんの品物が高値で落
札されていき、総額では 20 万円以上のファンド資金が集められ
ました。品物を提供された方々、購入された方々、そしてもち
ろん両方に貢献された方々のお働きによって全ての品物が無事
落札された頃には時計の針が例会終了時刻に近付き、その後司
会の大門さんの機転で 21：00 ちょうどに
閉会となりました。
楽しい例会は本当にあっという間に時
間が過ぎます。バーカウンターで忙しく
働いておられ
た西川委員長
はじめファン
ド委員会の皆
さま、本当に
ご苦労様でし
た。有難うご
ざいました。

オータムフェスタ
五十嵐 由 紀
11 月 23 日（祝）リトリートセンターにてオータムフェスタ
が開催されました。
今年は他団体からのブース出展があったり、東北から京都に

神﨑総主事開会挨拶
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長谷川 幸 昌
10 月は、どちらかと言えば肩
の力を抜いた例会が続いたので、
久しぶりに程よい緊張感のある
例会だと感じたのは私だけで
しょうか。
今回は会長挨拶に続いて志田
育男さんの入会式が開かれまし
た。志田さんが熟考の末、入会
紹介者の仁科さんと志田さん（右）
を決心されたという話、八木会
長の「入会したときのことを思い出す」と言う言葉が印象的で、
なにか引き締まるものを感じました。
例会後半は京都府府民生活部危機管理・防
災課 計画担当 副主査の嶋田由紀子様に
「京都における活断層別地震の確率」につい
てご講演いただきました。
①地震の基礎知識 ②京都の地震 ③対策
④その他災害に対する防災・危機管理
この四つのテーマに分け、詳しくご説明く
ださいました。沢山の資料を用いた客観的な
説明で専門用語も登場する少し難しい内容でしたが、先の震災
のこともあり興味深く拝聴することができました。
地震だけでなく、いつ起こるかわからない様々な災害にどの
様に対応するか。私も家族と共に「きょうと危機管理 WEB」
を参考に危機管理を考えたいと思います。
来られている方々も含め、総勢 300 名の参加となりました。そ
れに伴いキャピタルの飲み物販売ブースも場所を移動となり、
少し売上が心配されましたが、いつものメニューに熱燗やお湯
割り、カクテルやフレーバーティなどを加え更に充実のライン
ナップで対応、その成果もあり、かなりの売上を上げることが
できました。
その他の飲食ブースでは、ピザやおうどん、肉まんや福島名
物芋煮などが振舞われ、どのブースも行列ができ、かなりの盛
況ぶりでした。また、じゃんけんゲームや、野菜や雑貨などの
物販もあり、参加者はもちろんコメットやメネットも楽しそう
に過ごしておられました。
ステージではＮ村氏かぶりつき（笑）のフラダンスショーや
サックス演奏、手話を交えた歌などが披露され会場の雰囲気を
盛り上げていました。終盤はあいにくの雨になりましたが、冷
え込むなか皆で片付けを終わらせたあと、大山謙ちゃん特製の
コーヒーを飲んで身も心もホッと温まり、解散となりました。

I Want to do

ない幸せな人生になると思います。それを実現させるためには「小
さなことからコツコツと」ですね。

見 果 て ぬ 夢
菅

原

樅

― やってみたいこと ―

一

小さい頃から「鮎」にあこがれています。その優美な姿、清々
しい香り、舞うような泳ぎは、昔より多くの絵画に描かれています。
小学生のころ、いつも夏休みには、両親の故里、福井県若狭の
小さな山村へ帰省し、村の川で、朝から夕方まで毎日、魚獲りに
夢中になっていました。とりわけ鮎を獲るのは、大人でも難しく、
獲れた時の喜びは、大変なものでした。当時は、箱鏡で水中をの
ぞき、鮎のすばしこい動きを見計らって、引掛け針を先端に付け
た竹竿（1.8 ｍぐらい）で上手にひっ掛けて獲りました。大人になっ
てからは、投網で獲っていますが、３年程前に怪我をして手足が
少し不自由になり、以来、鮎から、遠のいています。早く健康な
身体をとり戻し、網を打ちたいと切望しています。私の見果てぬ夢。
どこか人里離れた海岸に流れ込む小さな清流（春に、
稚鮎の群れが、
海から、遡上できる程の水量がある）で、夏の日射しの中で、網
をバサッとかぶせ、グネグネ銀鱗をひらめかす大きな鮎をグッと
つかむ。どこかに、こんな綺麗な川が残っていますように。

Ｉ
竹

大

門

和

彦

「やってみたいこと」う〜ん。改めて考えても今は思いつかない。
あえて言うと、
「今やっていることをもっと充実（発展）させたい」
ことが「やってみたいこと」。
仕事にクラブにプライベート、それに京都ブラックス野球協会。
月曜日から日曜日までフルに活動しています。この 10 年間で色ん
な事に挑戦し、大満足とはいきませんが、一応それなりに成果は
出ていると思います。この状況で新しいことを始めることはでき
ません。ただ、10 年先、15 年先を考えたら、今のペースを維持す
ることは不可能です。60 歳を目途に「セミリタイヤ」できる仕組
み作りが今後の課題になると思います。
その頃に、京都ブラックス出身者が、プロ野球やメジャーリー
グで活躍していたら……と思うと今からワクワクしますね。
また、夫婦で毎年「世界遺産」を巡る旅行に行けたら、この上

知って欲しい。国際協力募金のこと
山 口 雅 也
11 月６日（日）午後、京都 YMCA の国際協力街頭募金に参
加して京都駅で募金活動をしていました。募金活動に出発する
前に、YMCA のほうから、日本 YMCA 同盟の国際協力につ
いてのスライドを交えたお話がありました。とても良かったの
で少し披露します。
YMCA は国や人種の違いを超え、世界 125 の国と地域で約
4500 万人が活動する非営利組織です。この団体の国際協力募
金は、一過性の物ではなく、長期にわたって子供たちを支援し
ています。例えば、パキスタンにあるラホール YMCA では、
2001 年アメリカテロによる報復攻撃でアフガニスタンに侵攻
しました。その結果、約 500 万人ものアフガニスタンの難民が
パキスタンに逃れました。パキスタンのラホール地区は市内か
ら出るゴミの集積所になっており、約 2,000 人の難民が政府か
らの支援がまったく受けられずにゴミ捨て場でテント生活をし
ていたそうです。

博

Ｃ

和

とりあえず今、目の前にあるやってみたいこと、それは釜山へ
行くことである。いや正確には釜山港ではあるが。申し訳ないが
IBC ではない。委員長、悪しからず。
一週間ほどかけてゆっくりと日本海を西へ。行く先々で燃料と
美味しいアルコールを補給し、九州に渡り壱岐・対馬を経て釜山へ。
釜山港へ入港し、「本船は健康である。検疫を求む。」を意味す
る Q 旗を掲げる、これが今一番やってみたいことである。
ヨットで地中海まで、なんてことは言わない。何とかお隣の国
へは行ってみたいものだ。

子ども時代の憧れ
田

今やっていること

田

Ｂ

中

升

啓

大人になってやってみたいことはたくさんありますが、子供の
頃に思い描いたことでいまだにやってみたい気持ちがあるのは、
ズバリ発掘です !!!
昔からピラミッドやアトランティス、モアイ像やナスカの地上
絵といった古代の謎に興味があり、テレビ番組等でそういった内
容があるとワクワクしました。大人になった今でもワクワクする
気持ちは少しも変わっていません。
エジプトにはまだまだみつかっていないお宝がたくさん埋まっ
ているはずです !!! また中国には始皇帝のお宝がどこかに眠ってい
るはずです !!! ひょっとしたらそこには不老不死になれる水がある
かも !!!
そんなことを考えたらワクワクしませんか？ インディ・ジョー
ンズばりの冒険とまではできないかもですが、近い将来にエジプ
トやイースター島なんかに行ってみたいと思っています。たぶん
家族は誰もいっしょに来てくれないので、どなたかいっしょに行
きませんか？

日本 YMCA 同盟は、難民のために 4 つの井戸を掘り、ラホー
ル YMCA と協働して小学校を開設することを決定し、2003 年
４月に開校しました。それ以来 8 年間、小学校を支援し続け、
約 200 人の子ども達に初等教育を行ってきたということです。
このような今回の募金の意味合いを教えてもらったことは良
いことだと思いました。当日は雨模様の中、なかなか募金が
集まらなかったように思います。しかし石倉メネットやダルマ
パーラン正子特別メネット、石倉コメット、田中升啓コメット
２名、八木会長コメットなど、メンバー以外の皆さんも大きな
声を上げ、皆で呼びか
けをできたので、次回
はまた都合の合う皆さ
んで活動をしていきた
いと思いました。
参加者：石倉・神﨑・
菅 原・ 竹 田・ 田 中
（升）
・八木・柳・山口・
山田（隆）そして文
中 の メ ネ ッ ト、 コ
メット 総勢 15 名
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「平和の集い」第二回目
大 山 謙 一
10 月 29 日（土）
「平和の集い」の第二回目「食の安全は守
られるか」と題したテーマで、京都生協品質保証部マネージャ
の佐々木祐司様のお話でした。
「単位にごまかされないで」など７つの項目についてのお話
しは、とてもわかりやすく、非常に勉強になりました。
参加者 27 名（キャピタル：八木会長、竹田、山田（英）
、山田
コメット、田中（升）
、大山（謙）
）

「わんぱくチャレンジクラブ」に参加して
Y サ・ユース事業委員長

田 中 升 啓

11 月 27 日には早朝からプログ
ラムにご参加ご協力をいただき
ましてありがとうございました。
今回で当クラブが協力させて
いただいて３回目となるこの事
業ですが、今年は「料理研究家」
に扮しての参加となりました。
参加した子供たちも前の日か
ら楽しみにしてくれていたようです。子供たちと作る料理は、
子供たちだけではなく、私たちキャピタルクラブのメンバーも
楽しく作らせてもらいました。
また YMCA リーダーたちと実際に協力し合い、その活動を
目の前で見ることで、私たちがリーダーから教わることもたく
さんあったのではないかと思います。子供たちの前では参加メ
ンバーの皆さんには料理研究家になりきっていただき、何とか
役目を果たすことができました !!!
本当にありがとうございました。今後とも Y サ事業へのご
協力をよろしくお願いいたします。
参加者 メン 11 名 メネット１名 コメット１名 計 13 名

内田さん︵写真中央︶ 京都新聞
月

11

日㈮朝刊

25
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メネット
コメット

竹田
内田
村田

倫子
一希
圭悟

大門

和彦・洋子

第５回

12月16日
12月23日
12月30日

ご夫妻

山口
亀井

重子
航太

12月28日
12月27日

12月13日

役員会議事録

2011年11月22日
（火）19:00〜21:00
ウェスティン都ホテル京都 竹の間

〈西日本区・京都部報告〉

東日本大震災復興チャリティゴルフ大会

2012年3月18日
（日）

〈YMCA 報告〉

リトセンオータムフェスタ 11月23日
（祝）
わんぱくチャレンジクラブ 11月27日
（日）
ロビーコンサート 12月12日〜16日
（会員クリスマス 16日）
＊13日はキャピタルクラブ担当日
第 3 回東日本復興ボランティア 12月２日〜12月５日

〈三役報告〉

志田育夫さんの委員会配属について→ EMC 委員会に配属
リトセンメタセコイヤフェスティバル ３月25日
（日）
に決定
次々期会長候補 金原弘明さん 12月第一例会、臨時総会に
て審議

〈各委員会報告〉

YMCA サービス委員会
被災地ボランティア
（９月16日〜９月19日）
報告 第一例会にて
報告者：山田（英）さん・倉見さん
国際協力街頭募金 11月６日
（日）
YMCA・YWCA 合同企画「アフガニスタン・イラクそしてフ
クシマ」 11月17日
（木） 例会でチラシ配布
オータムフェスタ 11月23日
（水） 第二例会でチケット販売
昨年度より参加者（全体で 250 名を予想）増加のため出店場
所の移動。キャピタルにて受付を担当 販売品目：ドリンク・
ビール・日本酒・焼酎・カクテル・コーヒー・紅茶
＊下線品目は、今季からの新商品
わんぱくチャレンジクラブ 11月27日
（日） 11月20日に試作予
定、リーダーにも声掛けを行う。
第 3 回東日本大震災復興ボランティア 12月２日〜12月５日
行先：宮城県三陸町戸倉地区
クリスマスロビーコンサート 12月12日〜16日 18：30〜
キャピタル担当日 13日 コンサート後ファンド委員会・交
流委員会と合同委員会を開催予定
地域奉仕・環境委員会
リトセンメタセコイヤフェスティバル 2012年３月25日
西日本区 CS 事業資金援助申請を行う。
ドライバー委員会
１月第一例会「新年例会」 京料理旅館高台寺 よ志のや
交流委員会
東京クラブ交流委員長と電話にて打ち合わせ
2012年４月14日〜15日
ファンド委員会
ファンド結果報告
次回ファンド予定報告
年末ジャンボ宝くじ・お酒・大山ハム
ブリテン・広報委員会
ホームページ TOP ページ部分に写真掲載を行える様に更新。
11月号ブリテン原稿の報告
12月号ブリテン原稿依頼の報告 追加記事 12月９日（志田
さん歓迎会・忘年会）
EMC 委員会
ファミリー BBQ 報告 10月23日
（日）
12月９日志田さん歓迎会・忘年会開催
円山公園 しぐれ 参加費 6,000円 時間：19：00〜
入会マニュアルの見直しを検討中

〈審議事項〉

志田さん EMC 委員会配属審議→承認
金原次々期会長選任審議→承認
（火） 19:00〜
第６回役員会 12月27日
場所：ウェスティン都ホテル京都 竹の間
（木） 19:00〜 場所：未定
第６回三役会 12月15日

編集後記
今年は紅葉が遅いと聞きますが、最近寒い日が多
くなってまいりました。みなさま風邪を引かないよ
うにお気を付け下さい。 ブリテン委員長 西村融正

出席第一・時間厳守・親睦・奉仕・古切手収集

