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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）

3
在籍者数　　39名
第一例会　　35名
第二例会　　30名
メーキャップ　　4名
出席率　　97.5%

切　　手　　　　0g
現金累計　55,829円
切手累計　7,214.50g
ＢＦ献金　　　　0円
Ｊ Ｗ Ｆ　　　　0円
Ｅ　　Ｆ　　　　0ドル

第一例会　　8,000円
第二例会　　8,000円
累　　計　169,000円

東日本大震災復興募金
第一例会　　3,152円
第二例会　　　　0円
累　　計　42,787円

2月合同役員会　　　4,600円
2月大山ハム　　　10,400円
合同委員会　　　　4,400円
西日本区大会DVD　　1,200円
クラブジャンパー　12,500円
累　　計　1,011,591円

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

第一例会　　3,036円
第二例会　　　　0円
今期累計　　49,073円
累　　計　518,939円

YMCAサービスはワイズ活動の根幹です。より一層のサポート体制の向上に
努めましょう！

藤川　　洋Ｙサ・ユース事業主任（広島クラブ）
４月
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『それゆえ、信仰と、希望と、愛、この三つは、いつまでも残る。その中で最も大いなるものは、愛である。』
コリントの信徒への手紙一　13 章 13 節

　思えば入会したその年に配属してもらったのがYサ委員会
だったのですが、その時はクラブのことも各委員会の活動も分
からない中での活動でした。昨年は山田英樹会長期に CS委員
長をさせていただき、大変いろいろ勉強させていただいたの
で、今期は少しゆっくりできるのかなぁと勝手に思っていたと
ころ、八木会長よりYサ委員長にとお電話をいただきました。
　さすが八木会長、まったく予想していなかった役を任命して
こられます。「これはやられた、どうしよぅ……」と思いまし
たが、自分にそういったお話をいただくというのはありがたい
ことだと思い、自信はありませんが快くお受けいたしました。
　例年通りリトセンの夏の準備ワークから今期のYサ事業が

始まり、８月には震災で避難されている方々のファミリーデイ
キャンプのお手伝い、わんぱくチャレンジでは食材の調理に参
加メンバー皆さんであれこれ取り組んだことも楽しい活動でし
た。
　このクラブに入るまでは正直に言って、僕自身はボランティ
ア精神溢れる募金をするようなタイプではありませんでした。
自分自身が街頭募金を街行く人たちに呼びかけるなんて頭の中
に全くありませんでした。しかし、このクラブに入ってメン
バーの皆さんと行った街頭募金も何か楽しく感じることができ
ます。これはいったい何なのでしょう？　本当に不思議です。
　ボランティアといえば何か堅苦しい感じではありますが、楽
しくできるボランティアなら最高だし、楽しい・面白いと感じ
るそれこそが、いろいろな活動のまさに原点ではないでしょう
か。
　そしてこれからもYMCAの活動に参加した皆さんが、家に
帰られてから「今日は楽しかったなぁ」って思ってもらえる活
動を目標としていきたいと思っております。今期のYサ事業
もまだまだ残っておりますので、皆さんと楽しく活動して新た
な１歩を踏み出しましょう !!

YMCAサービス
ASF

聖句の解説　人間は一人ひとり、それぞれに個性を持っています。そしてそれぞれの個性を十分に発揮する事は大切な事です。
どのような組織でも一人ひとりの人の個性を生かす事が出来なければならないと思います。
　しかし、時に個性の発揮は人の結びつきを壊してしまうような場合もあります。キリスト教の最も初期の時代、人びとは
霊の賜物という個性によって、神の与えられた務めに生きました。しかし、それは時として共同体の調和を破るという現実
を生み出してしまいます。
　パウロという「コリントの信徒への手紙」の筆者は、時として起きる個性の発露による不協和音より、愛という隣人との
共生への道を大切にするようにと教えています。それは、『私』が大切にする『私』の個性が、隣人と共に生きるということ
を妨げることにならないようにという配慮に生きるということに他なりません。
　私たちは、一人ひとりの人の個性を生かす組織を作りたいと思います。しかし、同時に一緒に生きる人たちと共にあるた
めの配慮としての愛をも大切にして生きていきたいものです。

まさに原点を見つめて

YMCAサービス委員長
田　中　升　啓
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メンバースピーチ例会
―それぞれの熱き思いを、原動力に―

大　山　謙　一

　開会点鐘のあとは、家族愛を感じたという優しさと、クラブ
活動をより元気に！　という力強い挨拶。そして、瀬本 EMC
委員長の司会で、山田英樹さんご
紹介、山口　恵さんの入会式。神
﨑総主事へ卒業記念の祝いの贈呈
と続き、いよいよメインプログラ
ム。メンバースピーチ……。
　トップバッターは、森繁樹さん。
インドへ「サイババツアー」に行
かれた 31 歳の頃の若い写真を見
ながら、いろんなエピソードを楽
しげに聞きながら『人の心は変えられる』
ということを感じた。
　２番手は、勝山さん。ワイズソングが
生まれた経緯の話、原曲を聴いたあとの
話から、奉仕の心が大切、ワイズは目に
見えない良質の心が育てられる場である
のだと、改めて感じた。
　３番手は、内廣さん。ワイズメンになっ
た話、「継続は力なり」「精神論で触れ合う大切さ」などを話さ
れ、締めの「二人で一人前、まだ家内を愛している」のセリフ
にはしびれた !!「きく」「信じる」「行う」ことの大切さを学んだ。
　最後は大門さん。目には見えないところで多くの困難があり、
心が折れそうなことがあったという話には、本当に驚いた。ワ
イズとは、幾多もの壁に立ち向かう原動力となる場であるのだ

と、心が熱くなる話で
あった。
　ここキャピタルワイ
ズメンズクラブには、
人生の目標となる人が
たくさんいる素晴らし
き場所であると、まさ
に自己研鑽の場である
のだと、改めて感じた
例会であった。

C A T T 合同例会
金　原　弘　明

　４クラブの会長が開会宣言及び開会の点鐘を行い、毎年恒例
の CATT合同例会が始まりました。今年は我がキャピタルク
ラブがホストです。いつものウェスティンでの開催ですが、や
はり 90 名の大人数での例会は緊張感が更に高まります。
　本日はお食事の前に
メインプログラムのご
講演です。ゲストス
ピーカーには、以前
キャピタルの例会で
ご講演をいただいた
NPO 法人ベースボー
ルスピリッツ理事長の
奥村幸治様をお招きし
ました。イチロー選手
を筆頭に、メジャー
リーグの選手及びその
他のプロ野球選手やチームの興味深いエピソードを絡めなが
ら、何事においても、優れた人の条件は、その技術だけでなく
「心」にあるということを教えていただきました。奥村様は小
学生世界大会の日本代表チームの監督として、世界一にも輝い
たこともあるとのことで、やはり、こういう指導者に出会うこ
とができると、子供は大きく成長するのだな……と改めて思い
ました。
　ご講演後は、懇親を兼ねた食事会です。お酒も入り、様々な
テーブルで大きな笑い声もおき、楽しい食事会となりました。

　宴もたけなわとなっ
たところで、今期新メ
ンバーの紹介が始ま
り、我がキャピタルか
らも、志田さん、松井
さん、山口恵さんの登
場です。皆さん、いつ
も堂々とご挨拶をされ
るので、本当に敬服し
ます。最後にトップス
クラブの皆様より、次
期の京都部部会のア

ピールがありました。西日本区大会でも大変お世話になったの
で、出来る限りの協力をさせていただきたいと思いました。
　４クラブ会長による点鐘により、無事に閉会。最後の全員で
の記念撮影後も会場の外まで笑顔が溢れ、楽しい CATT例会
となりました。

京都YMCA　卒業リーダー祝会
竹　田　博　和

　第１回京都マラソンが、そして何よりも１年前に東日本大
震災により多くの方々がお亡くなりになった３月 11 日、京都
YMCA卒業リーダー祝会がおこなわれました。
　アウトドアクラブより 16 名が、キャンプリーダーより７名、
そしてキャピタルクラブが年に１度ご一緒させていただいて
いるわんぱくチャレンジクラブより、尾関裕子さん（おだんご）
と小林美喜さん（アクア）のお二人が卒業されました。
　毎年のことですが、若い人々の純粋な気持ちに触れることが
でき、自分の○○さを思い知らされる日となりました。また来
年も懺悔の日にしたいと思います。
　皆さん、卒業おめでとう。
　参加者　大山（謙）・石倉・田中（升）・八木・竹田

3月第一例会 2012年3月6日（火）　19:00～21:00
ウェスティン都ホテル京都 3月第二例会 2012年3月17日（土）　19:00～21:00

ウェスティン都ホテル京都

４クラブの今年度の入会者紹介

奥村幸治様の講演

山口　恵さんの入会式

神﨑総主事へ卒業記念
祝いの贈呈

会長を挟んで、メンバースピーカーの方達
左から勝山・内廣・森（繁）・大門さん
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東日本大震災復興支援チャリティーゴルフ大会
３月 18 日（日）　センチュリー滋賀GC

石　倉　　　尚
　新名神、なんかスゴイ霧……まぁ雨は大丈夫かなぁ。といっ
たゴルフ日和とは程遠い天候。OUT10 組 IN10 組総勢 75 名の
大コンペです。スタート 30 分前に各組集合とのこと、コーヒー
ラウンジには、入れ替わり立ち替わりご挨拶＆握手。時間を持
て余しながらスタートです。
　OB、池ポチャ、３パット、ロストは罰金 500 円。出だし３パッ
ト、２ホール目OBとすでに上限 1,000 円を 16 ホール残して
クリアです。さぁ、思い切って行こ～う。ドラコンホール、幡
南さんGood Shot ！　行った行ったドラコンやでぇ～も……つ
かの間、田中さん Big Shot!!　ボールは見えないけど、行って
みれば遥か先にボールはフェアウェイに、ドラコン確実でしょ
う。しかも２オン１パットお見事バーディーです。そんなこん
なで待たされながらも楽しくホールアウト、お風呂に入って表
彰式です。
　八木会長飛び賞
70 位、田中さんも
ちろんドラコン、八
木会長お見事ニアピ
ン。次回の幹事クラ
ブは、Ｙサ主査輩
出クラブとのこと。
ん？キャピタルさん
です。幡南次期Ｙサ

即　　却　下　！
　柳　　　慎　司
　決して今の職業を選んだ事に、不満や後悔はないのです
が、出来れば今と違う職も経験したいものです。自分の一
番好きな事が職業となり、お金を稼げる事が出来たら最高
です。となると今何が好きか？　何がしたいか？
　やはりお酒でしょうか……それも辛口の大吟醸に肴で
す。それと中学生途中に挫折したギターでしょうか。
　海沿いに日本酒と魚の美味しい、ライブハウスなんてど
うでしょうか……。お店は次男が設計し、たまに長男がダ
ンスイベントをする、施工は柳工務店なんてね。
　のこぎりを包丁に持ち替えるべく、男の料理教室へ行き、
ギターを一から練習に教室へ通う、今更出来るのでしょう
か？　もう 52 歳手遅れかな……。
　いやいや大丈夫、ワイズ仲間がいます。おやじバンドの
結成です。
　ボーカルはデッカイ大ちゃん、ドラムはマリオ山田、キー
ボードに紅一点の村田さん、サックスは幡やん、ギターは
尚ちゃん、慎ちゃんでツインギター、ベースは……募集中。
忘れてはいけません、ウクレレ部隊も登場です。
　肝心の魚の美味しい店の鮮魚調達は仁科船長に竹ちゃ
ん、亀ちゃん、欽ちゃん、安部ちゃんにお任せです。調理
担当はアウトドア派の英さんとウッチーがいます。ワイズ
仲間は最高です。ご教授をお願い致します。
　いやはや、いったい私は何をやってみたいのでしょう
か？……
　磯の香りが苦手なメネットからは即却下……あぁーあ残念

　森　　　常　夫
　若い頃はダイビング、釣り、スキー、山登り等、休日は
ほとんどアウトドアーにいそしんでおりましたが年齢と仕
事の関係で中休みしておりました。

　55 歳頃からフルマラソンに挑戦しました。又 60 歳頃よ
り百名山にも挑戦しておりましたが、仕事の都合でトレー
ニングも出来ず無茶をして、足の膝を痛めました。昨年も
無理をして北アルプスヘ１週間行って来ましたが、今は膝
の治療に専念しています。75 歳を過ぎれば仕事を離れ、世
界一周旅行をするのが夢です。
　夢を現実のものにするためには、早く後継者育成を進め
なければなりません。今全力で取り組んでいます。
　いつまでも希望を持ち、夢に挑戦したいと思います。

　八　木　悠　祐
　日本全国を電車で旅行することである。まず第一弾は、
新大阪からトワイライトエキスプレスに乗り、札幌までの
旅である。もちろん、最後尾の１号車１番の展望デッキ付
きスウィートルーム。約 22 時間の旅である。
　日本海に沈み行く夕日を見ながら食堂車でディナー、部
屋に帰って展望デッキから満天の星空を見ながら、ワイン
をかたむけ、吸えないタバコをくゆらせながら、思い出に
浸る。そして深い眠りに就くのである。ふと気がつけば、
北海道の夜明けである。海に浮かぶ漁火の光が、夜明けの
オレンジに飲み込まれてゆく。モーニングコーヒーを飲み
ながら、意味も無くため息をつくのであろう。
　そうこうしているうちに、札幌に到着である。高倉健の
ように襟を立てながら、白い息を吐いて下車。映画「駅」
で高倉健が、出前をしていたラーメン『すみれ』で味噌ラー
メンをすする。そして苫小牧経由で、新冠の優駿スタリオ
ンでオグリキャップのお墓参りである。JRAの CMの高倉
健風に花を手向ける。もちろんコートの襟は立てたままで
ある。その後、札幌に戻り『恋の街札幌』を口ずさみ、す
すきのに消えてゆくのである。
　ものすごく具体的ではあるが、まだそんな自分がイメー
ジできない。
　第二弾へつづく……

　新しい仲間紹介　

山　口　　　恵
Yamaguchi Megumi
生年月日：1968 年７月 31 日

勤 務 先：La vita（ラ　ヴィータ）結婚相談業
〒 615-8101　京都市西京区川島東代町 49－１

プリオーレリベルタ桂A-106　電話（075）925-5888
紹 介 者：山田　英樹　　血 液 型：Ｏ型
結婚記念日：３月26日　　　配 偶 者：誠　10月13日
コメット：太樹　４月10日　　龍樹　７月20日
趣　　味：旅行　　　　　モットー：常に感謝
入ってみたい同好会：釣り
入会して一言　入会させていただいて、これから沢山の経
験をしていきたいと思います。

　皆様、何卒ご指導のほど宜しくお願いいたします。

委員長「……」山田英樹次期Ｙサ主査の顔を思い浮かべながら、
各々帰路に着きました。
　４名グロス合計、102 ＋ 101 ＋ 105 ＋ 126 ＝ 434
　順位合計？、31 ＋ 38 ＋ 57 ＋ 70 ＝ 196
　来年は、パープル会総出でガンバリましょう！
　幹事クラブのトゥービーの皆様ありがとうございました。
　参加者　八木、田中（雅）、幡南、石倉
　　　　　あれ、田中（升）Ｙサ委員長は？……

I Want to do ― やってみたいこと ―
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キャピタルクラブの皆様に感謝

CS委員長　亀　井　久　照
　先日は「第 2回メタセコイヤフェスティバル―震災で
避難されてきた方々と共に」におきまして、多数の参加
協力をいただきありがとうございました。
　私の今の心境は正直、ホッとしています。西日本区の
支援金申請から始まったこの事業は３カ月余りの準備を
経て開催にこぎつける事が出来ました。
　多分、クラブ内メンバーの皆様は「あいつに任せてだ
いじょうぶかなぁ」と思っておられたでしょうから、す
ごくプレッシャーを感じていました。しかし、この事業
に詳しいメンバーが「かめちゃん、年上の先輩には物事
を頼みにくいから、ナンボでも言うてや！」と声を掛け
ていただき、何度も夜中まで打ち合わせに付き合ってい
ただきました。クラブメンバーの心配を代表して声を掛
けていただけたのかなと思っています。そして実行委員
会を何度も行い、ようやく開催にこぎつけました。
　当日は詳しい説明をしなくても、メネットさんは調理
場で、メンバーは広場でテキパキと準備をしていただい
ていたので、事業の成功を確信しました。歌手の「ゆの
とうちあきら」さんからもステージ演奏だけでなく、メ
ンバー同様にお手伝いをしたいとの申し出もいただきま
した。その甲斐あって、ゆのさんの心のこもったリード
で歌った讃美歌 312 はみんなの心を一つにしてくれまし
た。感動のあまり涙がこぼれそうでした。その後も大き
なトラブルも無く美味しい料理を楽しんでいただき、大
成功だったと思っています。
　今回の事業を通じて、「キャピタルは厳しくも楽しい」
を実感する事ができました。また、メンバーの皆さんと
更に深く交わる事ができたと思います。このような機会
を与えていただいた事に感謝したいと思います。とても
達成感を感じています。今後もこの経験を生かしていき
たいと思います。
　心配しながらも黙って見守っていただいた三役の皆
様、CS 委員会の皆様、メンバーの皆様、そしてメネッ
トの皆様本当にありがとうございました。

みっくすはあつ　田　中　彬　弘
　大自然の中での催しはあいにくの天気でしたが、おい
しい食べ物がたくさん用意されていて久しぶりのご馳走
を食べた思いです。鯛ごはんもとてもおいしかったです。
各関係者の方々のご協力で、お食事、催し物、ライブ、ゲー
ムなど楽しい一日が過ごせました。また来年も開催され
る事を楽しみにしております。
　みっくすはあつのみんなの感想も聞いてみました。
•真冬のような厳しい寒さの中、ときおり雨の降る中
でさまざまなメニューを楽しんで計画して下さった
関係者の方々に深くお礼を申しあげたく思っていま
す。用意して下さったおいしいバーベキューなど、た
らふく食べることが出来、みなさんのやさしい心遣
いがひしひしと伝わってきました。またすばらしい
各団体の合唱、アトラクションなど心に残る良い思
い出ができたことにうれしく思っている所です。
•野菜をたくさん食べました。鯛めしは、はじめて食
べました。ピザがおいしかったです。もちつき大会
をしていました。とってもうれしかったです。
•天候に恵まれたとは言えず残念でしたが、お食事、と
てもおいしくいただきました。たくさんのメニュー（デ
ザート）があり、お腹いっぱい食べました。普段車椅
子なので、自然いっぱいの中に出かけることが難しく、
こういう機会は貴重でした。それだけにトイレのこと
が気になりました。上の方に障害者用があるとのこと
でしたが、やはりあの起伏を登るのは大変で下にある
和式トイレを使用しました。そこも段が高く苦労しま
した。簡易トイレなどご配慮があれば、と思いました。
いろんな団体の方々、幅広い年代の方が一堂に会する
貴重な機会だと思いました。一日楽しませていただき
ました。ありがとうございました。

プ　ロ　グ　ラ　ム
10:30 開会式
 各団体の挨拶と自己紹介
  みっくすはあつ　虹のつばさ　ベテスダの家

  京都 YMCAこおろぎ　みんなの手

平和の祈り／震災１周年の追悼／食前感謝
といただきます／餅つき／アトラクション

15:30 閉会式

第２回メタセコイヤフェスティバル開催
―震災で避難されてきた方々と共に―

３月25日（日）　京都YMCAリトリートセンター　148名参加！

参　加　者　の　皆　さ　ん

今日の食材を前にメネットさん 鯛を捌く金田さん

ポン菓子作りに機械持
ちこみの森本さん（高槻
クラブ）左から２人目



－ 5－

虹のつばさ　鶴　田　美　律
　先日のリトセン・メタセコイヤ・フェスティバルに『虹
のつばさ』（難聴青年たちのサークル）と『きこえことば
こどもクラブ』(大山医院できこえやことばのフォローを
受けている子どもたち)も参加させていただきました。「ま
たお餅つきできんの？」「今年はピザ作るの？上手く回せ
るかなぁ？」（え？回すつもり ?!）など、子どもたちは早
くからワクワクしていました。
　当日は、期待を大きく上回る豪華なメニューの数々に、
早々にお腹もパンパンに。自分が作ったピザを家族に食
べてもらった子は、ちょっと誇らしげでした。音楽やゲー
ムなどのプログラムでは、難聴の青年や子どもたちがわ
かりやすいようにと、歌詞カードの作成や補聴援助シス
テムの使用などの配慮をいただき、彼らも参加者の皆さ
んと共に楽しい時間を過ごすことができました。
　たくさんのおいしい料理の準備も大変だったと思いま
すが、何より私たちのために「少しでも楽しんでもらえ
るなら」と手間を惜しまずどんなことでも取り入れよう
としてくださるキャピタルの皆さんの想いを、回を重ね
るごとに感じ、感謝の気持ちでいっぱいです。
　素敵な催しにお招きいただき、本当にありがとうござ
いました。

京都YMCAこおろぎ　池　上　恭　子
　私共「こおろぎ」は視覚障害の方々と同行し参加致し
ました。
　10時前には着きましたが、既にスタッフの方達は準備
を整えて我々を迎えて下さいました。
　少しの待ち時間を利用して手引きを担当してる方と周
りを散策しました。ぬかるんだ道、急な坂道、不規則な階
段と山地なので一足一足気をつけながら見て回りました。
　フェスタがステージの上で始まりました。透き通った
歌声や演奏を楽しみ、共に手拍子をとったり、愉快な時
を過ごされているようでした。昼食のバーベキューは近
くで取ったり、並んだり、肌で楽しさを感じられ喜んで
いただけたようです。
　食後の伝言ゲームはあらゆる障害を問わないで、却っ
てこれで自分の意志を他者に伝えることの難しさがいか
に苦労するかを体感出来たのではと思いました。
　スタッフは、あの坂道を何度も食料を運び、食器を洗
いに行ったりと、人的パワーを沢山出し、ゴミは抑えた
企画で盛り上げて下さったこと、有難うございました。

ベテスダの家　濱　口　美　沙
　この度はメタセコイヤフェスティバルに参加させて頂
き、ありがとうございました。ベテスダの家からは、少
人数の参加ではありましたが、利用者・スタッフ共にと
ても楽しませてもらいました。
　やきそばができるのを今か今かと待ち続ける人がいた
り、いろんなことに目を輝かせる人、ステージの音楽に
誘われ、ステージに近づく人がいたりなど、自然の中で
自分たちの思い思いに過ごされる利用者方たちの姿は、
普段とは違い、とても新鮮なものでした。
　また、ずっとは外にいられない人でも、少し室内でほっ
こりできる場所があったこともとても助かりました。
　色々な団体のステージも、それぞれの個性があると共
に、会場全体で楽しめる内容で、見ていても飽きません
でした。
　おいしい食事と楽しい音楽に、利用者の方たちも自然
と笑顔になり、とても楽しい時間でした。ありがとうご
ざいました。

避難者と支援者を結ぶ京都ネットワーク　みんなの手
代表　西　山　祐　子

　このたびはメタセコイヤフェスティバルにご招待いた
だきありがとうございました。京都市、宇治市に避難し
て来られた家族が集まりとても楽しいひとときを過ごし
ました。ピザ、バーベキュー、焼き飯、おにぎり、焼き
そば、餃子、ホットドックなどおいしいランチに舌鼓を
打ちながら、様々なアトラクションを楽しみました。
　おなじみのみっくすはあつさんの力強い演奏、ゆのと
うちあきらさんの心温まる歌声、参加者が心をひとつに
しなじみの歌を一緒に歌いました。そのあとは餅つき、
ゲームなど盛り沢山の内容に時間のたつのが早く思えま
した。
　肌寒い中、一生懸命調理され、参加者ひとりひとりへ
気配りされていた京都キャピタルワイズメンズクラブの
メンバーの方々の温かいおもてなしに心打たれました。
本当にありがとうございました。
　次回は私たちも一品作らせていただきたいと思います。
これからもよろしくおねがいします。

ゆのとうちあきらさん キャピタルクラブの皆さん

おにぎり作りの京都YMCAこおろぎさん串焼鳥の準備

堤
京
都
部
地
域
環
境
主
査
ご
挨
拶



－ 6－ 出席第一・時間厳守・親睦・奉仕・古切手収集

メ　　ン　橋本　眞一　４月３日　　石村　吉宏　４月６日
　　　　　森　　常夫　４月25日
メネット　幡南　陽子　４月９日　　山田まゆみ　４月18日
コメット　石倉　　周　４月６日　　金田わかな　４月17日
　　　　　香山　耀平　４月28日　　田中　綾音　４月30日

編集後記
　春が来ました！　それだけで心がウキウキして
きます。私だけでしょうか……？

ブリテン委員長　西村融正

石村　吉宏・しのぶ　ご夫妻　４月３日
内廣　　健・嘉　子　ご夫妻　４月14日
橋本　眞一・佐恵子　ご夫妻　４月17日

〈西日本区・京都部報告〉
・パレスクラブ 40 周年＋１例会　４月22日（日）16：00～20：00　
キャピタルクラブ 16 名参加予定

・長浜クラブ 25 周年＆彦根シャトークラブ 30 周年　４月15日
（日）18：00～

〈YMCA報告〉
・リトセン夜桜フェスタ　４月21日（土）
・かもがわチャリティラン　５月20日（日）

〈三役報告〉
・勝山さんお見舞金の件→審議事項へ
・山口恵さん委員会配属の件→審議事項へ

〈各事業委員会報告・半期報告〉
・YMCAサービス委員会
チャリティコンサートチケット販売　前売り2,000円
卒業リーダー祝会　３月11日　例会時にて神﨑総主事に50,000
円贈呈

リトセン夜桜フェスタ　４月21日　４月９日に実行委員会出
席予定（委員長）　例会時チケット販売　大人2,000円　小人
1,000円

Yサアワー例会　４月17日　講演者決定　特別支援教育士　
鍛冶田千文様　講演内容「発達障害のこどもたちについて」

チャリティーラン　５月20日　４月中旬第二回実行委員会開
催予定　委員長出席予定　ドリンク販売を予定　出場メン
バー立候補をつのる。

サバエワーク　４月１日　サバエキャンプ場の芝生交換作業
メールにて参加者を募る。

東日本大震災復興募金　募金先の検討を委員会にて行なう（京
都YMCA・西日本区）

・地域奉仕・環境委員会
メタセコイヤフェスティバル
参加者　みっくすはあつ 28 名　虹のつばさ 34 名　ベデスダ
の家 15 名　京都YMCAこおろぎ 21 名　キャピタルクラブ
46 名　かわいち水産４名　合計 148 名

メタセコイヤ反省会の開催予定日　未定
・ドライバー委員会
CATT合同例会　決算報告
余剰金は、各クラブヘ参加人数にて案分する。
未開催の例会詳細の確認

・交流委員会
DBC　４月16日～18日　詳細の確認　新幹線予約確認　23名
の 出 席　お土産・メンバー数（メネット）確認　予算20,000円
（一人500円）
IBC　日程決定　６月１日～３日　参加費 47,000 円　例会時
にて出欠の確認

・ファンド委員会
グリーンジャンボ宝くじ　結果報告
今後のファンド予定の確認　クラブジャンバー・クラブパー
カー・たまねぎ・たけのこ・西日本区DVD

EF・JWF献金　メールにて呼びかけ
・ブリテン・広報委員会
４・５月号ブリテン原稿の確認

・EMC委員会
ファミリー BBQ　４月８日　調理内容：たこ焼き・焼き鳥・
ホットドック・BBQ　イベント：ミカンの皮むき競争・グ
ルグルバット・凧揚げ

〈審議事項〉
・勝山さん、お見舞金の件　１万円　承認
・山口　恵さん、委員会配属の件　Yサ委員会へ配属
第10回役員会　４月24日（火）　19：00～
ウェスティン都ホテル京都　竹の間
第10回三役会　４月19日（木）　19：00～　場所未定
（委員会報告の提出をお願いします。）

次期会長主査研修会に参加して
次期YMCAサービス事業主査　山　田　英　樹

　３月 10 日・11 日、新大阪チサンホテルでの会長主査研修会
に参加して参りました。今回はなんと京都部の次期Yサ主査
としての参加です。
　次期会長として参加した二年前に比べ、参加される方々のお
顔も少しは分かるようになっているからこれまた不思議なもの
です。これも伝統あるキャピタルクラブの会長を経験したから
こそだと感慨ひとしおでした。
　二日間にわたる研修会は最初から最後まで予定がびっしり。
　京都パレスクラブ大野ワイズのパワフルなお話から始まり、
最後の浅岡理事の点鐘に至るまで、まさに分刻みのスケジュー
ル。LD委員の皆さんの緻密な運営に心から感謝です。
　最も印象的に感じた事が、成瀬次期理事のお話にあった次期
へのキーワード『若者・国際・現場』というお言葉でした。ワ
イズの世界では毎年お題目のように語られる言葉なのですが、
京都部のワイズメンにとっては意外に関心が薄いのか、取り組
みとしてなかなか実現していない様に思います。
　理事・主任・部長の意を汲み、次期は真っ向からこの部分に
切り込んでいきたいと考えています。（チュドーンって玉砕し
たりして……。）
　もうすでにまな板の上のコイ。こうなったら突進あるのみ。
　キャピタルクラブの名前を汚さぬよう一年間精一杯務めてま
いります。
　皆様どうかより一層のご指導ご鞭撻のほど、心よりお願い申
し上げます。

次期会長　山　口　雅　也

　３月 10 日（土）・11 日（日）新大阪のチサンホテルにて西日
本区次期会長主査研修会に参加してきました。10 日の午後１
時～６時、11 日の午前８時～午後３時まで非常に多くの研修
内容で、ワイズメンズクラブとは、次期理事・主任の方針説
明、キリスト教理解などクラブに入会して８年経ちますが知ら
なかったことや、改めて考えさせられたことなど非常に収穫の
多い２日間でした。
　特に最初のレクチャーは京都パレスクラブの大野元理事のお
話でした。私は大野さんを中学生くらいから知っていましたが、
まとまったクラブのお話を聞くことは初めてで、その内容がと
ても感動的でした。ちょうど次期のクラブ運営の準備のため、
１月から次期三役会を開いて進めていますが会長主題がなかな
か決まらず悩んでいました。しかし、このお話を聞き、一気に
悩みが吹っ飛びました。
　研修会２日目には京都部の次期部長、次期主査をはじめ各ク
ラブの次期会長が一堂に会し、各クラブの現状や次期の方針を
発表しました。前夜の懇親会で交流を深め、これで次期が本格
的に始まるのだな、という気持ちになりました。
　２日間にわたる研修会の企画運営のお世話をいただきました
LD委員の皆様、ありがとうございました。

2012年3月27日（火）19:00～21:00
ウェスティン都ホテル京都　竹の間

第９回　役員会議事録


