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今月の聖句

〒604-8083 京都市中京区三条柳馬場角

☎（075）231-4388

『うわべだけで裁くのをやめ、正しい裁きをしなさい。
』

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

ヨハネによる福音書 ７章 24 節

クラブ主題

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

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）

2012. 2. 1 発行
第31巻 第８号
通巻343号

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〜

笑顔に出会う
地域奉仕・環境事業委員長

亀

井

久

照

昨年１月のある日、八木会長からお電話を頂き「亀井さん、
次期の地域奉仕・環境事業の委員長に決まりましたので、宜し
くお願いします」え〜？ 断るスキを与えられる事無く決まっ
てしまいました。電話を切った後、入会して１年に満たない私
が出来るのかとても心配でした。スポンサーの竹田さんにも
「カ
メちゃん CS 大変やで！」と脅かされ、CS 委員会の事業にも
あまり参加経験も無く不安でしたが、CS 経験者の皆様のアド
バイスを受けて何とか事業方針を決める事が出来ました。
そして今期「ふれあい広場」と「ベテスダまつり」を何とか
終えたのですが、一番感じた事は、ハンディキャップのある

方は、普段限られた範囲の中で生活されているため、我々健常
者の当たり前のことをとても楽しみにされているという事でし
た。出会った人と話をしたり、みんなと楽しく食事をしたり、
ドライブに出かけたり……。ふれあい広場では皆さんに笑顔で
楽しんでいただき、とても嬉しく感じました。
これが奉仕という行為の原点だなと思いました。仕事でもお
客様に喜んでいただくという事が原点である事を思い出したよ
うな気がしました。報酬という自分の都合ばかり優先している
ようで、私生活においても原点を考えるきっかけにもなったよ
うです。
３月には昨年震災のため中止になってしまった、キャピタル
の最大イベントである「リトセン メタセコイヤフェスティバ
ル」が控えています。参加人数も多く準備も大変ですが、みん
なの笑顔に出会えるよう原点を見つめ頑張りたいと思います。
また、環境に対しての取り組みにも力を入れて行きたいと思い
ます。
今後もメンバーの皆様のご協力のもとに地域奉仕・環境事業
を進めていきたいと思いますので、ご協力をお願いいたします。

聖句の解説 人を正しく評価することはとても難しいことです。イエス・キリストがせっかく良いことをしても、誰もそれを評価できなかっ
たのです。むしろ、安息日にそれを行ったことが非難されています。現代でも同じことが行われているのを見ると、人間も進歩しないもの
だと思わされます。
これはひと事ではありません。私たち自身がイエスを批判する人の立場に立つかもしれないからです。そういう私たちに出来ることは、
「正
しいさばきをする」ということよりも、マタイ７：１……にあるように、「いっさい人を裁かない」ことです。
「さばく」とは、「ひとの善し
悪しを評価する」ことです。ところが、私たちはその評価する能力が欠けています。私たちが駄目だと思う人間が天才かもしれないのです。
無意味と思うものの中に、価値が潜んでいるかも知れないのです。それを悟るならば、私たちの発言の仕方も変わってくるのではないでしょ
うか。
イエス・キリストは、貧しい人びとを良しとし、無学の弟子たちを良しとしました。そのようなイエスを良しと出来る信仰を持ちたいも
のです。

メンバー全てが TOF・CS・FF 資金のシステム、意義、活用方法を充分学習
することにより資金の効果的活用を計りワイズ活動を活性化しましょう。

西日本区
強調月間

２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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TOF・CS・FF

戸所岩雄地域奉仕・環境事業主任（彦根シャトークラブ）

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
39名
第一例会
34名
第二例会
28名
メーキャップ
3名
出席率
94.90%

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

第一例会 20,000円
第二例会 15,000円
累
計 141,000円

年末ジャンボ

25円 献
血
成
分
累
計 978,491円 累
計
東日本大震災復興募金 （１月累計に誤りがありました） 成分累計
第一例会
0円
第二例会 6,990円
累
計 32,020円

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
0円
第二例会
2,860円
今期累計 38,445円
累
計 508,311円
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2012年1月7日（土） 18:00〜21:00
高台寺 よ志のや

1月第一例会
新

年

例

会

2012年1月17日（火） 19:00〜21:00
1月第二例会 ウェスティン都ホテル京都

半
金

田

英

二

今回は新年例会ということで、メネットゲスト・特別メネッ
トゲストの皆様も参加され、また、山田英樹さんのご紹介で、
山口誠様、山口恵様がメンバーゲストとして参加されました。
最初に、八木会長から「たつ」にまつわる話を色濃くお聞か
せいただき、食事・歓談後、山口次期会長から、次期役員の紹
介（副会長：香山さん・内田さん、書記：瀬本さん・西川さん、
会計：西村さん）がありました。最後にはたくさんの「ニコニコ」
があり、大変にぎわったひとときを過ごすことができました。
メンバーゲストの山口誠様、山口恵様はご夫婦で結婚相談所
をご開業されたとのことでした。大変仲の良さそうなご夫婦だ
なという印象を受けました。
弁護士という人のトラブルに携わることを職業としている者
からの言葉で誠に恐縮ですが、これから人のたくさんの幸せに
携わっていただくことを期待しております。

これだけ集まりました

新しい仲間紹介

期

総

会
山

田

育

夫 Shida Ikuo

生年月日：1953 年８月 30 日
勤 務 先：プロタッグ・パートナーズ税理士法人
勤務先住所：〒 601-8457

京都市南区唐橋琵琶町 12 −２

勤務先電話：075-682-1521
血 液 型：A 型

結婚記念日：10 月８日

メネット：千鶴

５月 23 日

コメット：千尋

１月 11 日

味：読書

趣

知奈津

６月 29 日

入ってみたい同好会：釣り

紹 介 者：仁科保雄

入会して一言

まだ、何もわかりませんがよろしくご指導

お願いいたします。
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隆

之

１月第二例会は上半期の事
業報告及び会計報告を行う半
期総会が開催されました。
初めに議長の指名があり、
柳さんが指名されました。前
年度西日本区書記を経験され
た事もありスムーズに議長を
こなされ、各委員長・会計報
告の後、１号議案の事業報告、 誕生日を迎えて抱負を語りました
２号議案の会計報告も満場一
致で承認されました。八木会長も早いもので、就任から６ヶ月
が経ち、最年少会長を感じさせない堂々とした会長振りで、よ
く「役職が人を作る」と言われますが、この半年の八木会長の
成長は目覚ましいものを感じます。
今期の事業報告・会計報告を聞いて、少しずつ
ではありますが、キャピタルクラブの進化と成長
が感じられます。Y サ事業、地域奉仕事業では新
しい事業が定着し、数年前に比べると財務の内容
も確実に良くなっています。成長のない、混沌と
した社会でも、信念を持って着実に進んでいくと、
成長していけることを実感しました。成長のない
社会に不満や愚痴を言っているよりも、キャピタ
ルクラブを見本に私自身も成長を遂げたいもので
す。
さて、
下半期は私たち東・西日本区№１委員会（理
事経験者が二人在籍）である、交流委員会の独壇
場になります。岡本元日本区理事には、４月に開
催される東京クラブの DBC で、スピーチも含めて
リーダーシツプを発揮して頂き、仁科西日本区直
前理事には、釜山ベゼルクラブとの IBC を担当し
て頂き、皆が苦手としているベゼルメンバーとの
交渉、訪韓の準備など節子メネット（自称韓国語が
堪能）共々、
「泰然自若」の大活躍を期待しています。

広報・ブリテン委員会の取り組みについて
西

志

田

村

融

正

みなさま、いつもブリテン原稿依頼を快くお引き受けいただ
き、大変感謝しております。ありがとうございます。
今期最初の委員会で、事業方針の『原点を見つめ、新たな一
歩へ』の会長主題のもと、全員が協力し合いブリテンの作成を
心がける。をどのように取り組むかを委員のみなさまと話し合
いました。
具体的には、「原点を見つめ」の取り組みとして、毎月委員
会を開催することと、
「新たな一歩へ」の取り組みとして、キャ
ピタルクラブのホームページのトップに行事の写真を載せるこ
との２つはやろうと決めました。委員会は、何も知らない私に
とって、多くのことを先輩方に教えていただける場でありまし
た。写真の掲載を始めたのは、クラブ内のみなさまに向けてと
いうこともありますが、クラブ外の方が見られた時に、例会や
行事の雰囲気が少しでも伝わればという思いからです。
今期も早いもので、もう半分が過ぎました。大きなことは出
来てはおりませんが、一歩一歩前に進んでいけるよう後半も頑
張りたいと思います。今後もご協力よろしくお願いいたします。

I Want to do
瀬

本

純

夫

やってみたいことと問われて考えてみました。気兼ねな
く旅行に行きたい。何事にもとらわれず、その土地の美味
いものを食べ、のんびりと過ごしてみたい。大型バイクで
のツーリングも昔からやってみたいことの一つでした。と
言っても、限定解除の免許を持っているわけでもなく、身
近にバイクがあるという訳ではないんです。それでも風の
気持ちがいい季節に、バイクで走ってみたいという思いは
あります。まだまだやってみたいことはこれからも増えて
いくと思う。そんな思いを叶えるためにも自分がいなくて
も成り立つ会社の体制が必要で、それを成立させるのが一
番なのかと思います。でも、そんなことよりも、元気なう
ちでないと出来ないことをやっておく。その為にもいつま
でも元気な身体を保つように頑張る。それを目指して進ん
でいきたいです。

田

中

雅

博

この連載が始まった昨年の７月頃は「やってみたいこ
とって無いなあ」と思っていました。実際にやらないとい
けないことはたくさんあっても、したいことはありません
でした。しかしそれが昨年の 10 月に 50 歳を迎えた頃から
変わりました。
50 歳を境にして疲れが取れにくくなり、また身体のあち
こちも痛み出して、これは何か新しいことを始めるなら早
くしないといけないなと感じました。
30 代で本格的にゴルフを始め、40 代でスキーに初挑戦し
た私にとって 50 代では、もう一つ生涯楽しめるスポーツに
チャレンジしたいと思っています。そして今誘われている
のが スキューバダイビング です。
これは年を取ってもそれなりに出来るらしいですし、何

C S ボウリング大会
西

― やってみたいこと ―
せ海に行くのですから魚が美味しい＝酒も旨いということ
で、私にはピッタリかも知れません。
ただウェットスーツを着て人前に出ることは、今の私に
は考えられません。海に潜る前に、それなりのスタイルが
似合う身体にならないといけません。まずは筋トレから始
めて、ゆっくりと人生を楽しみたいと思います。

昔
橋

本

眞

日

へ

……

一

４年生最後のリーグ戦も終わり、久し振りに登校した時
のことです。銀杏並木の下で親友の彼女の友人だという女
学生を紹介されます。白黒基調の洋服が似合う清楚なお嬢
さんです。
次の日からキャンパスへ通うのが楽しみです。お昼は学
食から西門近くの喫茶店のランチに変わっています。向か
いの席にはいつも彼女が……
卒業後、休日だけが楽しみです。横浜元町のジャーマン
ベーカリー、根岸のドルフィン、鎌倉稲村ヶ崎のレストラ
ンメイン……
４年半後、広尾の街角で彼女の後姿を見送っています。
この春退職し、京都へ帰ります。彼女には東京を離れられ
ない事情が有ります。喫茶店を出て、彼女は六本木方面へ、
私は渋谷方面へ……
あれから 34 年です。今でも年賀状のやり取りは続いてい
ます。湘南に住み二人の子供は独立、
「最近は義母の介護
と愛犬の世話に明け暮れています。近くへ来たら連絡下さ
い。」と……。機会を作って、
一度会いに行きたいものです。
でも、その勇気は？ですが……

献金のお願い
村

融

正

１月 29 日（日）しょうざんボウルにてチャリティーボウリ
ング大会が開催されました。
雪のちらつく寒い日ではありましたが、会場は多くの参加者
の皆さんの熱気で熱く盛り上がりました。キャピタルクラブか
らは、メン８名＋１名、メネット２名、コメット５名の参加で
挑みました。
亀井 CS 委員長の可憐なホームから、菅原さんの絶妙な指さ
ばき等々、腕に覚えのある選抜メンバーが次々とピンをなぎ倒
して行きます！ が……、残念ながらクラブの上位入賞はなり
ませんでしたが、さすがキャピタルクラブ。手ぶらでは帰りま
せん。実力か？運なのか？柳さんが 130 位入賞、五十嵐さんが
地域奉仕主査賞に入賞されました。おめでとうございました。
来年は上位入賞をみんなで誓い合い解散しました。みなさま
お疲れさまでした。

CS 献金 目標額 1,500 円／１人
お年玉付き年賀はがきの切手シートと現金の合計が目
標額を上回るようお願いいたします。
お年玉付き年賀はがきの当選番号 下二桁「44」
「27」
CS 献金は CS 資金となり、国内の地域サービス事業や、
YMCA 同盟の進めている難民問題等のプログラム、そし
て各クラブの地域奉仕活動の資金に活用されます。
FF 献金 目標額 キャピタルクラブでは 1,000 円／１人
家族で断食や少しの贅沢を我慢していただき、目標金
額以上となるようお願いいたします。
FF 献金（Famiry Fast ＝家族の断食）は地域奉仕事業
の中で貧困や飢餓や病気に苦しむアジアの子供達のため
に活用されます。
TOF 献金 目標額 1,440 円／１人
２月第一例会が TOF 例会ですので、例会費用より献金
させていただきます。
TOF 献金（Time of Fast ＝断食の時）は例会での食事
を抜いて、世界中で飢餓に苦しむ人々を覚え、その人た
ちに捧げようというプログラムです。
BF 献金 目標額 1,500 円／１人
国際役員や BF 代表が公式行事に参加する旅費などの資
金源として、全ワイズメンの参加によって集められる資金。
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ロンドン大学の近くにある YMCA の創立者
GEORGE WILLIAMS の生家

メ

ン 柳
慎司 ２月７日
竹田 博和 ２月14日
石倉
尚 ２月24日
メネット 仁科 節子 ２月２日
神﨑 陽子 ２月19日
コメット 山田麟太郎 ２月２日
金原 拓未 ２月21日
村田 亜紀 ２月27日

第７回

吉井
森

崇人 ２月11日
繁樹 ２月20日

内田 直子 ２月６日
瀬本 吉美 ２月28日
菅原 啓人 ２月12日
柳
真之 ２月25日
山口 愛乃 ２月27日

役員会議事録

2012年1月24日
（火）19:00〜21:00
ウェスティン都ホテル京都 竹の間

〈会長挨拶〉
チャリティーゴルフ参加要請

〈西日本区・京都部報告〉
大山孜郎さんの次男

真司さん（大山謙一さんの弟）撮影

2011 年度卒業生リーダー祝会
今年も多くの少年リーダーが社会に巣立とうとしてお
ります。YMCA での活動に捧げていただいた労力と時間
は、明日をつくる子どもたちの大きな糧となったに違い
ありません。情熱ある働きに感謝するとともに、YMCA
での経験が今後にいかされることを祈ってともに祝いた
いと思います。
日 時 ３月 11 日（日）
場 所 京都 YMCA 三条本館 地階 マナホール

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）
→ Y サ委員会より再度出欠の確認
EMC シンポジューム 2012 年 1 月 27 日（金）19:00 〜
いろは旅館
京都部部費値上げの件
→部費値上げ 600 円 ２／ 12 評議会にて再審議（会長一任）

〈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
会場 京都府民ホールアルティ→追加販売を行う
夜桜フェスタ第一回実行委員会
２月 20 日（月）19:30 〜 三条 YMCA

〈三役報告〉
仁科さん体調不良により、しばらくの間例会欠席

〈各委員会報告・半期報告〉

京都 YMCA 創立 123 年会員集会
日
場
内

時
所
容

２月 18 日（土） 午後６時 30 分〜８時 30 分
京都 YMCA 三条本館 地階 マナホール
第１部 創立記念感謝礼拝
第２部 講演「震災から１年 仙台 YMCA の働き」
〜仙台 YMCA のこれまでの働きと今後の支
援の方向性について〜
講師 仙台 YMCA 総主事 大野浩悦氏

3.11

揚がれ！

希望の凧

凧をたくさん作って、震災１周年の３月 11 日（日）
に被災地に行き、子供たちと一緒に凧をあげよう、これ
なら自分でも出来る！
被災地にまで行かなくとも、日本各地で、出来るなら
世界各地で、この日一斉に凧を揚げる事が出来たら、それ
は被災地の人々と心を結ぼうとする私たちの気持ちの表明と
なるでしょう。
「3.11 揚がれ！ 希望の凧」キャンペーン専用 HP
http://ﬂykite.web.fc2.com
参考サイト http://www.unrwa.org/etemplate.php?id=1060

資金カンパ口座 郵便振替 記号 14350 番号 35261241
呼びかけ人 奈良昭彦（元名古屋グランパスクラブ会員）
E-mail archys.akihiko@archys.info
携帯 090-5815-6715

YMCA サービス委員会
チャリティーゴルフ参加者再度呼びかけを行う。
地域奉仕・環境委員会
メタセコイヤフェスティバル詳細の決定・検討
雨天中止は３日前の天気予報で決定
TOF 例会詳細決定
TOF の意味を例会最初に説明
軽食・コーヒー
講演者：西山佑子さま 講演料：10,000 円
125 周年募金・東日本大震災募金掲載は、12 月号ブリテン掲
載事項参照
ドライバー委員会
経過報告・例会の予定確認
ニコニコ掲載は、12 月号ブリテン掲載事項参照
交流委員会
２月７日 交流委員会アンケートの実施
アンケート内容の確認
ファンド委員会
２月第一例会にて BF 献金を実施予定（目標 1,350 円）
BF 切手発送済
ブリテン・広報委員会
次月号の原稿予定者確認
EMC 委員会
山口恵さんオリエンテーションの予定を確認
（火） 19:00〜
第８回役員会 ２月28日
ウェスティン都ホテル京都 竹の間
第８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）

編集後記
勝山廣一郎・憲 子
山田 隆之・まゆみ
内田 雅彦・直 子
−4−

ご夫妻
ご夫妻
ご夫妻

２月４日
２月18日
２月23日

大寒も過ぎ、
暦の上では春に向かう季節となりま
した。
春が待ち遠しい今日この頃です。

出席第一・時間厳守・親睦・奉仕・古切手収集

ブリテン委員長

西村融正

