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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
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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）

12
在籍者数　　39名
第一例会　　32名
第二例会　　34名
メネット　　13名
コメット　　19名
出席率　　97.00%

切　　手　1,762g
現金累計　　　　0円
切手累計　5,917.5g
ＢＦ献金　　　　0円
Ｊ Ｗ Ｆ　　　　0円
Ｅ　　Ｆ　　　　0ドル

第一例会　　7,000円
第二例会　　1,000円
累　　計　106,000円

東日本大震災復興募金
第一例会　　2,443円
第二例会　　2,409円
累　　計　29,490円

合同委員会　　7,200円

累　　計　978,766円
（12月累計に誤りがありました）

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

第一例会　　3,131円
第二例会　　3,180円
今期累計　　35,585円
累　　計　505,451円

出逢い、ふれあい、交流でワイズの繋がりを深めワイズ活動の活性化を進めましょう。
廣瀬一雄交流事業主任（西宮クラブ）１月
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『わたしたちが神を愛したのではなく、神がわたしたちを愛して、わたしたちの罪を償ういけにえと
して、御子をお遣わしになりました。ここに愛があります。』　　　　　ヨハネの手紙１　第４章 10 節

　新年明けましておめでとうございます。
　今期、会長となりはや半年が過ぎました。会長という
緊張感のある役職のせいか、あっという間に半年が過ぎ
たというのが実感です。例会や事業にたくさんのメン
バー、メネットの皆さんに参加していただき、また至ら
ない会長を盛り立てて頂き、厚く御礼申し上げます。
　今期は、西日本区大会を終え、キャピタルクラブがク
ラブとして成熟し、また大変勢いを持った時期に会長と
いう大役を仰せつかったと認識いたしておりました。そ
れは私にとって、頼もしくもあり、燃え尽き症候群に対
する不安も少し感じておりました。
　今期の主題に「原点を見つめ、新たな一歩へ」とさせ
ていただいたのも、キャピタルクラブの本質を見失うこ
となく、次々期に迎える 30 周年に一歩一歩向っていき
たいとの思いがございます。メンバー間の懇親をより深
め、メンバー全員がキャピタルクラブに入って本当に良

かったと思えるクラブ運営を心がけて進めてまいりまし
た。11 月には新メンバーに志田育夫さんを迎え、EMC
活動も勢いがついてくることと思います。
　年が明け、後期もたくさんの事業がございます。特に
CATTの合同例会、IBC、DBC、他クラブの周年例会、
西日本区大会など、他クラブと交流することの多い事業
がたくさんございます。昨年はたくさんの方々に西日本
区大会に来ていただきました。だからというわけではあ
りませんが、他クラブ事業に積極的に参加し交流をする
ということもワイズメンズクラブの大きな楽しみである
と思います。
　私自身、会長をするまでは他クラブの活動や雰囲気に
触れることはほとんどありませんでした。外のクラブメ
ンバーと交流することは、他クラブの良い事業やクラブ
運営の仕方、クラブに対しての考え方など、本当に勉強に
なることが多いと感じております。そして、何よりもキャ
ピタルクラブの良さを再認識することができます。外を
見ることで、30 周年に向けキャピタルクラブもさらに磨
きがかかるのではと感じております。皆さん、今年もワ
イズメンズクラブを、キャピタルクラブをめいっぱい楽
しみましょう。そして、新たな一歩を踏み出しましょう。
　本年も何卒よろしくお願い致します。

IBC・DBC

新年を迎えて

会　長　八　木　悠　祐
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第一例会を楽しむ
―煎茶道文人を迎えて―

仁　科　保　雄

　一段と寒さが増した 12 月
を早くも迎え、第一例会に八
木会長の話にも力が漲ってき
たように思いました。きっち
りと仕事の話の中にコマー
シャルも入れさすが会長と、
メンバーの方々からもにこや
かに、また和やかな笑顔がこ

ぼれて楽しい例会の始まりでした。
　月日の経つのは早く、第 15 回西日本区大会のアピールのた
めに、びわこ部より長浜クラブ、彦根シャトークラブの代表の
方々が例会に出席いただきました。何時にも増した華やかな例
会となり、アピールにも大変な努力が伺えました。昨年度のわ
がクラブの素晴らしいご協力のおかげで第 14 回西日本区大会
が大成功に終わらせていただいた事がずっと目の前で思い出さ
せていただいていました。アピールにおいでいただいた古参の
友人のメンバー、初めてお会いしたメンバーの皆様にあらため
まして御苦労を感謝申し上げます。
　メインゲストには煎茶美
風流四世家元　中谷美風様
をお迎えし、煎茶道の文人
となられた経歴をユーモア
を交え楽しくわかりやすく
お話しいただきました。私
たちの間には、あまり茶道
として煎茶を戴くことはあ
りませんが、何事によらず
難しいしきたり等がある諸
趣味の世界には、なかなか入って行けないのが実情で、全てに
ゆったりとした生活が出来ていないせいか、趣味にする事が出
来ないのが現状です。益々今の時世にはもっとゆったりとした
気持ちを持ち、趣味を持つ気持ちを自分自身が持てるように努
力したいものです。

今日を感謝しながらのクリスマス例会
松　井　陽　子

　クリスマス例会が 65 名のご参加の下、
開催されました。かわいいコメット達の
キャンドルサービスと、参加者全員によ
る「きよしこの夜」の斉唱で、開会。
　美味しい食

事タイムの後は、お楽しみのサン
タクロースからのプレゼント。コ
メット達は、抱えきれないほど大
きなプレゼントをもらって、とっ
ても嬉しそうでした。その後は、「第
１回なりきり歌合戦！」独身組の
「嫁に来ないか」。実体験？のエピソードには、皆お腹を抱えて
笑わせて頂きました。ウクレレあり、ダンスあり。そして、メ
ネットさん達の気合いの入った「学園天国」や「年下の男の子」。
皆さんそれぞれに味があり、夫婦の仲の良さも十分に伝わって
きた一時でした。私も、「ヤングマン」ならぬ「ワイズメン」
を歌わせて頂きました。最後は、福引。
　今年は、東日本大震災等もあり、改めて、皆で今
日の日を楽しめることに感謝の気持ちを持ちながら
も、あっという間に時間が過ぎていきました。

ＥＭＣ忘年例会

西　村　融　正

　12 月９日（金）円山公園内の京料理「志ぐれ」にて EMC忘
年会が開催されました。
　瀬本EMC委員長の開会宣言、八木会長の挨拶、金原次々期
会長の乾杯と。次第に盛り上がっていきます。美味しいお酒と
食事で大変楽しい一時を過ごしました。
　当日は大変寒い夜ではありましたが、みんなで鍋を囲み、活
気と熱気であふれたHOTな忘年会でした。
　参加人数 27 名

聖句の解説　私たち人間は、決して一人では生きられな
いのです。なぜなら人と共に生きるように生まれてきて
いるからです。人と共に生きるとは、私たちが愛に生き
ているということです。
　私たちは愛によって生きているのです。私たちには愛
が必要で、愛なしには生きていけないのです。親子の愛、
兄弟愛、師弟愛、等です。
　しかし、私たちの愛は、自分が人から愛されることの
みを中心に考えている愛ではないでしょうか。自分を痛
めつけたり傷つけたり無視する人を愛せるでしょうか。
憎しみや嫉みがでてきますと愛することは出来ません。
私たちが愛しているという愛は、条件付の愛なのです。
　ここに無条件で人を愛しておられる方がおられます。
その方は自分を犠牲にしてまで人を愛しておられる方で
す。聖書が記す愛とは、このような愛なのです。
　私たちが神様をまだ知らない時、神様は、既に私たち
を愛してくださったのです。そしてその愛は、もう終わっ
てしまったのではなく、今も続いているのです。
　私たちは、この愛を行って生きていくことが大切です。
「互いに愛し合いましょう。」これが生きる道です。

12月第一例会 2011年12月6日（火）　19:00～21:00
ウェスティン都ホテル京都 12月第二例会 2011年12月23日（金・祝）18:00～21:00

ウェスティン都ホテル京都
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第 18 回パープル会
ゴルフコンペ＆忘年会開催

香　山　章　治
　平成 23年 12月３日（土）日清都カントリークラブにて、今年
最後のパープル会ゴルフコンペが総勢 11名で行われました。天
候は雨の予報でしたが、当日ほとんど雨も落ちてこず、この時
期にしてはわりと暖かく快適に１日を過ごすことが出来ました。
　今年の最終戦では、このところの上昇ムードに乗っかり、お
まけにHCもしっかり残っているので、何が何でも優勝を手に
したいと思っておりましたが、その通りの結果がでて、久々の
優勝に大変嬉しく思っております。
　パープル会メンバーも増えてきており、来年は「楽しいゴル
フ」をモットーに多くのメンバーに参加していただけるよう活
動していきたいと思います。
　忘年会は村田ワイズのお店「天」で行われ、村田ワイズのい
つもながらのご好意で、たくさんの料理とお酒でワイワイガヤ
ガヤ……その後、祇園「勝きぬ」でカラオケパーティー……ス
コアがよかった人も悪かった人も日頃のストレス解消！
　参加の皆様、朝早くから夜遅くまで、お疲れさまでした。

優勝　香山　　２位　幡南　　３位　亀井
参加者：山田（隆）　八木　山田（英）　石倉　橋本　西川
　　　　田中（升）　金原

　神　﨑　清　一
　やっぱりハワイが大好きです。頭を空っぽにして、きれ
いな海を一日中見ていたいです。
　時折やってくる大きな波に乗ろうとしているサーファー
の姿、砂浜を走っている軽やかなフォーム、お年寄りが他
愛も無い会話をしながらベンチでボードゲームを楽しんで
いる光景、大きな買い物袋を抱えて歩いている旅行者、水
着姿で街を闊歩している若者、ゆったりして優しいに音楽
にマッチしたフラダンス、温暖な気候と突然のシャワーと
その後の虹が好きです。
　自然の恵みを感じることができ、ゆったりした時間の流
れの中に身を委ねることができるからだと思います。また、
治安が良く貧困や争いを感じることの少ない土地柄という
ことが大きいと思います。
　でも長い期間滞在するのではなく、何度も頻繁に行きた
いところです。もう随分行っていませんので、ハワイ旅行
したいですね。何にも考えずに１週間。

何もかも忘れて
　西　川　欽　一
　私の趣味のひとつに磯釣り、特に磯のグレ釣りがありま
す。「やってみたいこと」と言えば、一番に思いつくのはそ
の磯釣りのことです。
　私は、磯釣り師の憧れの的「男女群島」に行って磯釣り
を満喫してみたいと思っています。男女群島とは長崎県の
五島列島の南西約 70㎞の東シナ海に浮かぶ群島で、そこ
には私たちがいつもよく行く三重県の尾鷲の磯では滅多に

お目にかかれないような大物がウジョウジョといるそうで
す。そんな大物と、大海原の真ん中で、昼も夜も格闘しな
がら俗世間のことは全て忘れて磯釣りを満喫してみたいと
思っています。
　男女群島は、長崎の平戸港から出航して約 180㎞、高速
船でも３～４時間かかる場所です。帰りたいと思っても簡
単に帰れる場所ではありません。だから、何もかも忘れて
釣りに没頭することができるでしょう。
　でも、そのためにはスタッフを充実させることが先決に
なりそうです。ということは、結局、優秀なスタッフを育
てて、「仕事を完全に任せてみたい」ということが「やって
みたいこと」になるのでしょうか……

　西　村　融　正
　私は、NHK「世界ふれあい街歩き」（毎週金曜日 22 時～）
を見るのを楽しみにしています。街を歩きながら、地元の
人に声を掛けたり掛けられたり……。この番組を見ている
と、自分が異国の街を散策しているような気分になる「疑
似体験」が出来るからです。
　いつも見ながら、実際に行ってみたいなぁなんて思って
います。引退してからでは、まだまだ先だし。でも、仕事
休んで行く訳にもいかないし。じゃあ、海外に商品を売っ
て商談を兼ねて海外に行こうか。等々考えたりします。
　とは言え、異文化を知り、交流するためにまずは、自分
の国、自分の住んでいる街の歴史や文化を改めて勉強した
いと思います。「Buongiorno!　あなたはどこから来たの？あ
なたの街はどんな所？」って聞かれて、色々話せるように。

クリスマス　ロビーコンサート
キャンドルサービス・キャロリング

西　村　融　正
　今年も 12 月 12 日（月）～ 16 日（金）
にかけて、京都YMCA三条本館１階ロ
ビーにて、コンサート＆クリスマスキャ
ロリングが行われました。内容は、
　12 日（月）　ロビーコンサート　歌とフ
ルート演奏　　　　　　演奏：光の音符
　13 日（火）　ロビーコンサート　楽しいクリスマスの歌

演奏：アウトドアクラブリーダークワイアー
　14 日（水）　ロビーコンサート　ハーモニカの調べ

演奏：デュオ・ユットラ
　15 日（木）　ロビーコンサート　ゴスペルミュージック

演奏：Vocal Unit Joy
　16 日（金）　ロビーコンサートハンドベル演奏

演奏：聖母女学院ハンドベルクワイア
演奏後、クリスマスキャロリング　　
でした。13 日は、キャピタルクラブ
のメンバーが多く参加し、16 日のキャ
ロリングでは、当日参加のワイズメン、
リーダーが白いガウンを着て街中へ出
て行きました。

I Want to do ― やってみたいこと ―
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メ　　ン　五十嵐由紀　１月11日　　安部　英彦　１月21日
　　　　　倉見　直樹　１月22日　　西川　欽一　１月23日
　　　　　村田深砂子　１月24日　　内田　雅彦　１月31日
　　　　　仁科　保雄　１月31日
メネット　正子・ダルマパーラン　１月６日　　金原　康代　１月９日
　　　　　八木　未穂　１月９日　　金田さおり　１月28日
コメット　山口　遼子　１月５日　　山田　遥加　１月10日
　　　　　志田　千尋　１月11日　　森　奈都子　１月13日
　　　　　大門　皆斗　１月26日　　柳　　智之　１月27日
　　　　　神﨑あいみ　１月31日 編集後記

　みなさま、年末年始いかがお過ごしでしたでしょ
うか？今期ももう折り返し地点。今年も元気いっぱ
い頑張ります！  ブリテン委員長　西村融正金田　英二・さおり　ご夫妻　１月25日

「公益財団法人京都YMCA」スタート
京都YMCA総主事　神　﨑　清　一

　10 月３日に、かねてより申請をしておりました「公益
財団法人」へと移行いたします。
　これまで皆様にご説明してまいりました定款、会員制
度の変更が申請通り認可され、更にはYMCAの諸事業
が公益事業であることが、あらためて認められました。
登記の後公示され、税制優遇などもされ、これまでにも
まして皆様をはじめ広く市民の支援を得やすくなります。
　しかし、これまで以上に社会からの期待が高くなり、
責任も大きくなると考えています。
　法人組織として会員組織としてのみならず、一人ひと
りの会員・ボランティアそしてスタッフとして、YMCA
およびワイズメンズクラブの運動を推進することを通し
て、社会の課題解決に向けて歩みを強めるチャンスであ
りターニングポイントとしたいと思っています。
　新生「京都YMCA」をどうぞよろしくお願いいたし
ます。

〈西日本区・京都部報告〉
　・EMCシンポジューム　2012 年 1 月 27 日（金）
〈YMCA報告〉
　・京都YMCAかもがわチャリティラン第一回実行委員会
　　１月30日（月）19：30～21：00　京都YMCA三条本館
　・YMCAチャリティコンサート
　　２月４日（土）14：30 開演　京都府民ホールアルティ
　・東日本大震災復興支援チャリティゴルフ大会
　　３月18日（日）　センチュリー・シガ・ゴルフクラブ
〈三役報告〉　・半期会計報告
〈各委員会報告・半期報告〉
　・YMCAサービス委員会　半期報告

クリスマスロビーコンサート開催（12／ 13）14 名参加
＊歌の担当がリーダーのため交通費等の支給は無し。
キャロリングのお菓子代は担当日クラブ負担

１月第二例会にてYサユース献金・ユースコンボケーション
（２コイン）の実施
１月例会時チャリティーコンサートチケット（２／４）の販売
東日本大震災復興チャリティーゴルフ大会（３／18）呼びかけ
２月 18 日　京都YMCA123 周年記念集会の開催

　・地域奉仕・環境委員会　半期報告
メタセコイヤフェスティバル
CS 資金申請提出のため、副題を付けた。CS 資金の有無に
より、内容が大きく変更されるため資金が下りない場合の
スケジュール・予算案の作成。
雨天時開催予定だが、参加者の意見を踏まえて再度調整。：
雨天時の食前感謝・讃美歌の室内実施をYMCAに確認！
準備段階でのメンバーに協力を要請

TOF例会（２月第一例会）　軽食・コーヒーでの実施
講演内容は、検討中

　・ドライバー委員会　ニコニコ　目標金額 230,000 円に対して
106,000 円（12／ 27 現在）

　・交流委員会　半期報告
DBC訪問先での観光場所は、東京クラブに一任。
ゴルフコンペの開催決定
IBCアンケート（訪問日の調査）１月頃に実施予定

　・ファンド委員会　半期報告
２月物品販売の予定→商品検討中
BF切手の回収→最終１月第二例会
BF切手の最終案内をメールにて配信
目標金額 1,000,000 円に対してファンド実績　978,766 円

　・ブリテン・広報委員会　半期報告
12 月号ブリテン原稿の報告　１月号ブリテン原稿依頼の報告

　・EMC委員会　半期報告
12／９忘年会開催　会場：円山公園　しぐれ　参加費 6,000 円
参加者：27 名
入会マニュアルの見直しを検討中
キャピタルガイダンスの名称変更を検討
出席率　97.4％　メイキャップ対象者なし。

　・メネット委員会　半期報告
〈審議事項〉　半期報告書の審議→可決
　但し、追加・訂正ヶ所を訂正・追加する事が条件
第７回役員会　１月24日（火）　19:00～
　場所：ウェスティン都ホテル京都　竹の間
第７回三役会　19:00～　日程と場所：未定
　（委員会報告の提出をお願いいたします）

京都部チャリティボウリング大会
開催日時　2012年１月29日（日）
　　　　　14:00　受付開始　　15:00　開会式
　　　　　17:30　閉会
会　　場　しょうざんボウル　京都市北区衣笠鏡石町47
　　　　　TEL（075）491－ 5101
参 加 費　１人2,000円（２ゲーム・貸し靴・ドリンク）
賞　　品　多数用意しております。
年齢・性別にハンデキャップ有
＊当日送迎バス（28人乗り２台）を烏丸北大路南西より13:30
に出発。車でお越しの方は出来る限り乗り合わせでお願いします。

京都部　東日本大震災復興支援
チャリティゴルフ大会のご案内

日　時　2012年３月18日（日）　９：30スタート
場　所　センチュリー・シガ・ゴルフクラブ
　　　　〒520-3302　滋賀県甲賀市甲南町池田上梅田2118
　　　　TEL（0748）86－ 4011
収益金用途　東日本大震災復興支援
プレーフィ　12,000円程度　セルフプレー　昼食
　　　　　　１ドリンク付き
会　費　4,000円～5,000円
　　　　（チャリティ費・賞品代・パーティー代含む）
順　位　ダブルペリア方式
　　　　（同ネットはハンディ上位・同ハンディは年齢上位）
　　　　クラブ対抗はネットスコア上位２名の合計

2012年12月27日（火）19:00～21:00
ウェスティン都ホテル京都　竹の間

第６回　役員会議事録


