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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

CHARTERED  28  Sep. 1983

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）

4
在籍者数　　39名
第一例会　　31名
第二例会　　39名
メーキャップ　　9名
出席率　　　100%

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　41,000円
第二例会　10,000円
累　　計　213,000円
3月第二例会は0でした。

東日本大震災復興募金
第一例会　　　　0円
第二例会　　3,332円
累　　計　46,119円

西日本区DVD　800円
グリーンジャンボ宝くじ　31円

累　　計　1,006,422円
3月報告　クラブジャンバー　6,500円に訂正

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

第一例会　　　　0円
第二例会　　4,415円
今期累計　　53,488円
累　　計　523,354円

クラブの例会や奉仕活動に積極的に参画し、ワイズ仲間の友情とチームワーク
を育み、クラブの活性化と会員相互の研鑽を目指そう！

浅岡　徹夫理事（近江八幡クラブ）
５月
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『あなたがた一人一人に言います。自分を過大評価してはなりません』
ローマの信徒への手紙　第 12 章３節

　今期のブリテン発行も、来月６月号が最終となります。
　委員長をさせていただくまでは、毎月のブリテンを何気なく
読み、委員長が写真を撮っておられる姿を何気なく見ておりま
した。

原点を見つめ
　2011 ～ 2012　ROSTER には、「クラブブリテンは会員の機
関紙であり、外部への広報紙でもあります。クラブの機関紙と
して毎月発行される会報。月報ともいう。その月の例会プログ
ラム、前月の在籍者数・出席者数・出席率、BFポイント成績、
活動計画、活動報告、会員消息、などを掲載する。」と書かれ
てあります。今になって、ブリテンが行事の記録の側面と、今
期のクラブの現状と頑張りが記された貴重な資料であると感じ
るようになりました。

　毎月委員会を開催することができ、委員全員で協力し、まじ
めに真摯に取り組むことができたことは良かったと思います。

新たな一歩へ
　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。これは今期最初の委員会にて委員のみなさまと決め
ました。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。

委員長になって
　ブリテン発行に携わったことにより、いろいろな行事に参加
するようになりました。また、役員会に出席することにより、
少しずつではありますがワイズメンズクラブの活動を理解でき
てきました。また、原稿の依頼を通じて、クラブのみなさまと
接することができました。

お　礼
　キャピタルクラブのみなさまの情熱とやさしさとご協力のお
陰でここまで来れました。そして、発行するにあたり、一番大
変な割り付け校正作業を受け持っていただいた岡本さんには本
当に感謝しております。ありがとうございます。あと１ヶ月、
気を抜かずに頑張りたいと思います。

LT
leader-training

聖句の解説　自分だけが優れていて周囲の人達は無能であったり、取るに足りない存在と思って生きている人はいても、多
くはないかも知れません。しかし、人の評価をする時、往々にして自分自身高いところに置き、相手を批判する人は少なく
ないでしょう。むしろ日常の中でよくあることです。そして、それは結果的に自分を過大評価している事になるのではない
でしょうか。
　「わたしたちの一つの体は多くの部分から成り立っていても、すべての部分が同じ働きをしていないように……」私たちは、
優れたものをもっている一方、他者から劣る部分もあわせもっています。それぞれが補いあってこそ一つの体として調和が
とれるはずが、時として劣るとことに視点をあて指摘し、優れたものさえも萎縮させてしまうことがあるのではないでしょ
うか。勿論、劣った部分を隠したり、無視するのではなく、それぞれのタレントを生かすために互いに影響しあっていくこ
とによって働きが高められるのではないでしょうか。

新たな一歩へ少しずつ
広報・ブリテン委員長
西　村　融　正
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メンバーの心遣いに助けられた花見例会
次期EMC委員長　吉　井　崇　人

　会場到着までの京阪四条駅からの道中は花見客らしい方が多
く、大学生・仕事終わりの方・観光客の方々など十分に花見の
雰囲気を感じることができました。
　今回は、メンバーゲストの川崎さんを招待し、今まで紹介さ
れる側の人間だった私が今回は紹介する立場。うまく紹介でき
るのだろうか？　ゲストには楽しめてもらえるのだろうか？
　会場に着くなり一気にプレッシャーがかかってきました。私
の不安をよそに山口次期会長の乾杯の音頭で宴会がスタート！
　宴会が始まるとメンバ―皆さんの心遣いで、ゲストに話し掛
けて下さり安心しました。ワイワイガヤガヤいつも通りの宴会。
楽しい、料理がうまい、酒がうまい、酔いが回る？　酔いが回
らない！　この日は何を飲んでも一緒でした。まだ、ゲストを
皆さんにわかりやすく紹介する仕事が残っていたからです。
　全員ニコニコ！　自分も何を言ったか覚えていません。千円
入れたのか、１万円入れたのかも！　多分私の事なので１万円
入れたと思うのですが……。
　ドキドキしながら、その時はきました。
　「こんな人です！」……はい、30 点！　メチャクチャなパス
を出して、ゲストの挨拶！
　「空けない冬は無い！　必ず春は来る！」……はい、85 点！
　私より、上手に話しをし、拍手まで持っていったゲストには、
ジェラシーを込めたチョップ！　をかましておきました（ゲス
トとは、古い仲なので許して下さい）。私の莟はいつ咲くんで
しょう？　来年の今頃には、満開になっている事を期待しなが
ら、ボチボチ頑張っていきたいと思っています。
　次の日、「本当に楽しかった」とゲストから連絡を頂きました。
準備が出来たら入りたいと聞いております。「そんなに焦らず
７月を越えてから入会は考えましょう」とだけ伝えております。
ゲストの楽しかったという言葉と、メンバーの心遣いに助けら
れた花見例会でした。

Ｙサアワー
倉　見　直　樹

　ゲストスピーカーは大阪YMCA国際専門
学校からお越し頂いた鍛冶田千秋先生です。
　「発達障害」と聞いてもよく分からない方
が多いのでは、ということで鍛冶田先生にお
話頂きました。具体的な場面・やりとりを入
れてのお話をして頂き、とても分かりやすく
理解することが出来ました。

　お話を聞いていく中で「これ、自分のことやん」と思われた
方も少なくないのではないでしょうか？　「知らないこと＝怖
い」「違う→排除」という考えを自分自身持っているのではな
いか？　私は発達遅滞の子供を持つ親でありながらもそんな考
えを持っている。一般の方々はどう考えられているのだろう
か？　そんなことを考えました。
　知らないことを知って理解する。「違う」ではなく「個性」
として考える。これだけで発達障害を持つ方々との関わりが変
わってくると思いました。
　鍛冶田先生のお話を先ずは教育現場の先生方、そして親御さ
んに聞いてもらいたいと強く思います。

サバエワークやりました !!
田　中　升　啓

　４月１日（日）、急な呼びかけにも関わらず、メン・メネット・
コメット合わせて９名の方に参加いただき、サバエワークに参
加いたしました。
　そこは高低差が無く平面的に広く、また芝生が気持ちのいい
場所でした。芝生に座って昼ごはんを食べたのですが、何か子
どものころに遠足で弁当を食べたような懐かしい気持ちでした。
　今回植樹した樹木が成長しているのをまた見に行きたいです。
参加者の皆様、あり
がとうございました!!
参加者　石倉、石
倉メネット、石
倉コメット、田
中（升）、森（繁）、
金原、亀井、亀
井コメット、山
口（雅）

第 2回ファミリーバーベキュー開催

瀬　本　純　夫
　４月８日、松の浦キャンプセンターで天気は快晴、でもちょっ
と肌寒い中でバーベキューが行われました。
　２回目となる今回はバーベキューだけでなく、委員会手作り
の焼き鳥、たこ焼き、それとホットドックを用意させていただ
きました。
　参加者が揃ったところで会長挨拶、乾杯をして始まると、そ
れぞれ思い思いに料理をし、お酒を飲み、食べてと楽しく進み、
お腹も一段落したところで、メネットさんによる蜜柑の早剥き、
メンによる身体を張って頑張っていただいたバットでグルグル
では大いに盛り上がりました。もう一点、カイトを用意したと
ころ、コメットよりも大人が童心に戻り一生懸命だった様に思
います。
　事業でもサポートでもない純粋にメンバーだけで楽しむ、こ
の企画が出来て本当に良かったと思います。八木会長の『ノン
ドロップ・メンバーの親睦』の想いの助けにはなったのではな
いかと思っています。多くのご参加ありがとうございました。
参加者　石倉、亀井、香山、菅原、田中雅博、西川、西村、
森　繁樹、八木、柳、山田英樹、瀬本
メネット　石倉、亀井、香山、八木、山田とも子
コメット　石倉　京、亀井晴菜、亀井陸矢、八木茉耶、
八木萌寧、山田麟太郎　以上 23 名

4月第一例会 2012年4月7日（土）　18:30～21:00
円山公園「かがり火」 4月第二例会 2012年4月17日（火）　19:00～21:00

ウェスティン都ホテル京都

ゲストの鍛冶田さん（右）
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 参加メンバーの一言 

内　廣　　　健
　例会、懇親会、千葉房総へのバス観
光と多彩なプログラムに依る歓待に感
動し、年を重ねる毎の歴史の深みと重
みを痛感しています。
　例会では、東京クラブからは茅野徹郎
様スピーチの「本田宗一郎イズム」を拝
聴、我がクラブからは岡本尚男さんに
依る「東京クラブとの DBC 締結の歴史」
のスピーチが行われて、セピア色に変
色しないスタンスが保たれたことに感
激を覚えました。
　山田隆之交流委員長さん、大変お世
話になりました。ありがとうございま
した !!

内　廣　嘉　子
　４月 14日は偶然にも私達の 49回目の
結婚記念日でしたので、両クラブの方た
ちに祝って頂き大感激でした。その後
の親睦夕食会でも盛大なご接待を受け、
幸せを噛みしめ味わった夜でした。
　翌日のバス観光で鋸山や久留里城址
に案内され、主人と頼り合いつつ急な坂
道や石段を登り降りしたのでしたが、楽
しかった思い出だけが今も鮮明に残っ
て居ります。
　最高の２日間をアリガトウゴザイマ
シタ。

大　山　謙　一
　多くを学び、大いに歩き（筋肉痛にな
るほど……）、色んな気づきを得た初め
ての DBC。参加できて良かった。感謝 !!

岡　本　尚　男
　普段のクラブ活動で皆さんの自己研
鑽の結果が発揮され、新たな出会いの
交流でした。東京の方々に心から感謝。

岡　本　　　都
　東京クラブの方々との再会は懐かし
い一時でした。楽しい企画に感謝いた
します。特に鋸山散策は観音様に見守
られて登ることが出来て素晴らしい思
い出となりました。

勝　山　廣一郎
　茅野徹郎さんの「本田宗一郎に教え
られたこと」のお話は、本田氏は技術
畑で製品の開発に専念、従業員より「オ
ヤジさん」と呼ばれ中途半端な作業を
していると怒号と共に叩かれると怖し
い存在であった。又、経営全般は藤沢
武夫氏に一切任しておられた、お二人
の努力の結果世界的な大企業に育て上
げられた。
　次に岡本尚男さんより「DBC 締結に
至るまで、又その後」の経緯説明があ
りました。1991 年度のきっかけ作りに
始まり、1992 年度、東海道五十三次お
茶壺道中に相乗り、15 日間をかけて誠
意と熱意を込めて兄弟クラブの申し込

書を届ける。1994 年 DBC 締結式が行わ
れた。
　東京クラブの方々大変お世話になり
まして有難う御座いました。

勝　山　憲　子
　東京 YMCA 東陽センターでの合同例
会、卓話あり、一人一人の自己紹介を
兼ねたスピーチありで和気あいあいで
盛り上がりました。翌朝はアクアライ
ン見物や鋸山に登った事など有意義で
充実した２日間でした。東京クラブの
皆様に感謝いたします。

香　山　章　治
　新たな楽しい思い出ができました！
　また来年お会いできる日を楽しみに
しております！　本当にお世話になり
ました！

倉　見　直　樹
　私自身初めてのDBC参加。どんな方々
と会えるのか楽しみでした。
　年齢層は東京クラブのメンバーの
方々がかなり上でしたが、みなさん若々
しく、私もこんな風に歳を重ねていき
たいと思いました。

菅　原　樅　一
　夫婦そろってはじめて参加し、すば
らしい２日間を過ごさせていただきま
した。東京クラブさんの飾り気のない、
心こもったおもてなしをふり返り、参

プ　ロ　グ　ラ　ム
DBC例会　４月14日（土）　15時～17時30分
東京YMCA東陽センター視聴覚室
　１．開会点鐘 東京クラブ会長　迫川由和
　２．ワイズソング 一　同
　３．聖書朗読、祈祷 郡山千里
　４．会長挨拶 東京クラブ会長　迫川由和
　５．　〃 京都キャピタルクラブ会長　八木悠祐
　６．Happy Birthday：Happy Anniversary
　７．アピールタイム
　８．卓話「本田宗一郎に教えられたこと」 茅野徹郎
　９．　〃　「DBC締結に至るまで、又その後」　　岡本尚男
10．１～２分スピーチ 各会員
11．スマイル　ドライバー
12．YMCAの歌 一　同
13．閉会点鐘 京都キャピタルクラブ会長　八木悠祐

DBC親睦夕食会　18：00～20：00
フウ（虎）中華料理
江東区東陽5-31-17（江東区役所前）

DBC交流バスツアー　４月15日（日）
千葉房総方面
　8：30　ホテルルートイン出発
　8：50　東京駅（日本橋口）
　9：45～10：15　海ホタル
11：00～12：30　鋸山観光ロープウェーにて頂上へ
13：00～14：00　「房総四季の蔵・季楽里」にて昼食
14：30～15：30　久留里観光
16：40　帰京組お見送り
16：50～17：20　和蔵酒造見学　試飲と買物
20：20　ゴルフ組ホテルルートインへ

DBC交流ゴルフコンペ　４月16日（月）
中山カントリークラブ

楽しく有意義だった東京クラブとの交流
４月14日（土）～15日（日）　有志によるゴルフコンペ　４月16日（月）　田中雅博さん優勝

宿泊先　ホテルルートイン東陽町　〒135-0016東京都江東区東陽2-3-12
参加者　八木、内廣、内廣メネット、岡本、岡本メネット、勝山、勝山メネット、香山、菅原、菅原メネット、大門、竹田、

田中（雅）、山口、山田（英）、山口（弘）、吉井、幡南、大山（謙）、西川、西村、倉見、山田（隆）

往　路　2012年 4月14日（土）　のぞみ120号
　　　　11時33分京都発　13時53分東京着

復　路　2012年 4月15日（日）　のぞみ119号
　　　　18時30分東京発　20時50分京都着

ス　ケ　ジ　ュ　ー　ル
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加して良かったなと夫婦ともども思い
ながら、京都に帰りました。ありがと
うございました。

菅　原　由利子
　とても暖かくまわりの方に接してい
ただき、感謝です。ありがとうござい
ました。

大　門　和　彦
　DBC お疲れ様でした。非常にタイト
な行事でしたが楽しかったですね。
　東京駅では先に失礼してしまって
……本日の段取りがあり、会社に戻る必
要がありました。最後まで一緒したかっ
たのですが……。

竹　田　博　和
　「からくちの酒」飲みたかった……。

田　中　雅　博
　美味しいものをたらふく食べ、美味し
いお酒をたらふく飲み、たらふく歩き、
たらふくしゃべり、そして最後に優勝。
いつながら楽しい DBC 親睦旅行でした。
東京クラブの皆さまに感謝。

西　川　欽　一
　DBC 初参加ですが、東京クラブの歴
史とメンバーの方々の懐の深さに触れ、
多少無理して都合をつけてでも、行っ
て良かったです。

西　村　融　正
　東京クラブのみなさまありがとうご
ざいました。楽しく有意義な３日間で
した。

幡　南　　　進
　急拠 DBC ゴルフに参加し、前日の夜
も含め東京クラブの方々から沢山の温
情を頂きました。改めて感謝の気持ち
を深められる DBCの交流でした。

八　木　悠　祐
　DBC 東京訪問は私にとって素晴らし
い経験になりました。東京クラブさんの
格式のある例会、アットホームで賑やか
な歓迎会、房総半島の小旅行、名門コー
スでのゴルフ、そして皆さんの心から
のおもてなし。本当に有難うございま
した。
　来年、京都でお待ちいたしておりま
す。

山　口　雅　也
　初めての東京クラブ訪問でした。２
日間の交流でしたが和やかな両クラブ
の関係が伝わってきました。
　クラブの皆さんと行く旅行はホント
に楽しいですね。

山　田　隆　之
　久しぶりに交流委員長として、東京
クラブとの DBC を企画させて頂き、多

くのメンバーと東京クラブに訪問でき
たことを大変嬉しく思っています。特
に新しいメンバーに多く参加して頂け
たことに、交流委員長として喜びを感
じています。素敵なクラブと DBC を締
結していただいた先輩に感謝！

山　田　英　樹
　しかし、いつお会いしても東京クラ
ブの皆さんはお元気ですね。年々パワー
アップしておられるように思えます。両
クラブの交流が末永く続きますように。

吉　井　崇　人
　入会してから初めてDBCに参加した。 
全然違う例会の雰囲気、メンバーの雰
囲気にとても刺激を受けました。僕の
知ってる世界は狭かった。出無精はい
かん！　出無精は！　何でもやってみ
ないと！　行ってみないと！　自分は
人生で大部損をしてたみたいです。在
り来たりだけどそんな事を感じました。
新幹線は、大人（31 歳）になった今も、
ドキドキしました。

山　口　弘　子
　東京クラブの皆さんと２日間楽しい
プログラムでした。
　久しぶりにお会いする方も、お元気
で何よりでした。

山口次期会長、乾杯の発声！

親睦夕食会

例会での緊張も少し和らいできました
美味しい食事とお酒も、みんなを笑顔にしてくれました

親睦夕食会終了後です。みなさんいい笑顔でした
この後の二次会でも大盛り上がり

八木会長、少し緊張気味の挨拶
迫川東京クラブ会長（右）

東京クラブのバナーに歴史を感じます

東京クラブ次期会長
大槻展子さん

DBC例会

卓話「本田宗一郎に教えられたこと」
東京クラブ茅野さん

おやじ的経営者は今いずこ

例会終了後全員で記念撮影
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長浜クラブ 25 周年
彦根シャトークラブ 30 周年
合 同 記 念 例 会

４月15日（日）　北ビワコホテル　グラツィエ

内　田　雅　彦
　彦根シャトークラブ西野
会長の開会点鐘で合同記念
例会、第一部始りです。両
会長のご挨拶があり、来賓
の紹介、来賓の祝辞があり
両クラブ記念事業の発表、
滋賀 YMCA へ目録の贈呈、
チャーターメンバーの発表、
長浜クラブ渡壁会長の閉会
の点鐘にて終わりました。
　第二部祝宴は、先ほどと
は変わって、食前感謝、乾

杯となり皆さん緊張の糸がほどけたようで大分リラックスをし
て大盛り上がり、私と瀬本ワイズも二人で大盛り上がりでした。
　二人で行った長浜は遠かったけど楽しく帰ってこれました。

【地獄のぞき】そこから下を見ると……岩にひび入ってます

バ　ス　ツ　ア　ー

【海ほたる】入口 鋸山ロープウェー乗り場にて「うーん、いい眺め」最上階にて

清々しい、最高の天気でした

ゴルフコンペ

NICE SHOT!?　中山カントリークラブにて

【百尺観音】世界戦争戦死病没殉難者供養、
東京湾周辺の航海、航空、陸上交通犠牲者供
養のため建立、また航海、航空、陸上交通の
安全を守る本尊として崇められています

久留里城再建天守閣　久留里城は南総里見氏全盛期の居城

【和蔵酒造】酒造を見学
美味しいお酒も試飲しました日本最大（31.05m）の薬師瑠璃光如来前にて
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メ　　ン　山口　雅也　５月10日　　山田　隆之　５月13日
　　　　　大山　謙一　５月27日　　大門　和彦　５月31日
メネット　勝山　憲子　５月３日　　長谷川絵理　５月16日
　　　　　志田　千鶴　５月23日
コメット　金原　佑征　５月６日　　大門　勇斗　５月８日
　　　　　田中啓太郎　５月24日

編集後記
　桜も散り、薫風かおる季節となりました。今期
も後１ヶ月、頑張りたいと思います。

ブリテン委員長　西村融正

森　　常夫・絹　代　ご夫妻　５月８日
菅原　樅一・由利子　ご夫妻　５月15日
瀬本　純夫・吉　美　ご夫妻　５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 15 名参加

・地域奉仕環境事業表彰推薦の件→京都部主査より西日本区へ
推薦を受ける

〈YMCA報告〉
・かもがわチャリティラン　５月20日（日）

〈三役報告〉
・石村さん還暦お祝いの件→近日中の例会等でプレゼント贈呈

〈各事業委員会報告〉
・YMCAサービス委員会
チャリティーゴルフ　３月 18 日開催　参加４名
サバエ緑化プロジェクトワーク　４月１日開催　参加９名
夜桜フェスタ　４月 21 日開催　17 名参加　売上￥57,900
　YMCAへ支援金 20,000 円　留学生招待 10,000 円
　同日 14 時よりYYフォーラム開催
鴨川チャリティーラン　５月 20 日（日）　ドリンク販売を行う。
東日本大震災　救援・復興募金及び被災YMCA支援募金
　合計 46,119 円（４月 17 現在）募金は６月末京都YMCAへ
125 周年募金　４月 17 日現在　合計 523,354 円

・地域奉仕・環境委員会
メタセコイヤフェスティバル反省会実施　４月 25 日
　次期への引き継ぎ事項の検討
ペットボトルキャップ回収の呼びかけ。献血の呼びかけ。

・ドライバー委員会
４月第一例会「花見例会」　４月７日（土）　ニコニコ　41,000 円
４月第二例会「Ｙサアワー例会」　４月17日　ニコニコ　10,000円
５月第一例会　5月 8日（火）　芝生アドバイザー　松本栄一様
５月第二例会　５月15日（火）　大阪市長元番記者　康本昭嚇様
６月第一例会「新入会員メンバースピーチ」３名
ニコニコ　４月 17 日現在 213,000 円　目標まであと 17,000 円

・交流委員会
DBC交流　４月 14 日・15 日　参加 23 名
　メン土産支出：20,000 円（500 円× 40 個）
IBCは、ベゼルクラブの都合が合わないため中止。
　ベゼルクラブの意向としては、８月訪韓を希望。
　次期交流委員会に引き継ぐ

・ファンド委員会
グリーンジャンボ宝くじ配当金の配布済み
　西日本区大会DVD販売 4本のみ。再度募集かける。
　クラブジャンバー発注済み　ファンド実績　1,006,422 円

・ブリテン・広報委員会
５・６月号ブリテン進捗状況報告
　５月号分「やってみたいこと」は６月号に併せて掲載する

・EMC委員会
第二回ファミリーBBQの開催　４月８日　AM11：00 ～
　松の浦キャンプセンター　参加者 23 名
山口　恵さん歓迎会　５月 10 日（木）　19：00 ～

・メネット会
メネット懇親会開催　５月 26 日　会費 5,000 円

・引継PT
PT長：幡南副会長
委　員：石倉・内田・金原・西村・田中（升）・五十嵐・吉井

第11回役員会　５月22日（火）　19：00～
ウェスティン都ホテル京都　竹の間
第11回三役会　５月17日（木）　19：00～　場所未定
（委員会報告の提出をお願いします。）

京都パレスワイズメンズクラブ「40 ＋ 1 周年記念例会」
４月 22 日（日）　京都ホテルオークラ

岡　本　尚　男
　私達の親クラブである京
都パレスクラブ第 982 回目
の例会は、クラブの実力を
遺憾なく発揮するもので
あった。16 時～ 17 時 30 分
までは式典。来賓祝辞、メ
モリアルアワー、41 年のあ
ゆみのDVD、パレス宣言、
入会式、マニラダウンタウ
ン・東京グリ－ン・京都パ
レスとの二つ目の IBCトラ
イアングル締結式が手際よ
く進められた。

　パレス宣言には会員を 100 名にする事を「志を同じくするメ
ンバーを増やし親睦と研鑚の機会を拡大する事こそYMCAを
通じた奉仕という目的に沿った最も価値ある貢献である」と位
置付けた目標が謳われた。
　18 時からの懇親会の冒頭、乾杯は 13 名の元パレスクラブに
在籍していた皆さんと一緒に登壇して、京都ウエストの森田さ
んと私が代表となり、２人での掛け合いで短いスピーチを挟ん
で音頭をとらせて頂いた。
　この例会には東西日本区・海外から 57 クラブ、361 名の参加
者があり、さながら一大社交場であった。様々な心にくい演
出があったが、会場画面に大写しになった 1971 年４月 14 日、
チャーターナイト時の 24 人の記念写真の中から、後年５人の
理事、２人のメネット主任を輩出したのは、日本のワイズメン
ズクラブ発展に寄与したといえる。そのために汗をかいた各メ
ンバーの研鑽と、その環境をクラブが後押しをしたことはパレ
スクラブの面目躍如といったところだろう。
　私達キャピタルクラブも後に続く子クラブとして、あらため
て心を引き締めてクラブ運営に当たらねばならないと参加者一
同、思いを一つにして会場を後にした。

参加者　八木、石倉、岡本、岡本都、勝山、勝山憲子、金原、
倉見、菅原、竹田、村田、森（繁）、山口雅也、山田（英）、
山口弘子

「Y（'S） Y（MCA）フォーラム」with Youth
五十嵐　由　紀

　４月 21 日（土）、リトリートセンター研修棟にて「2012 年
度 YYフォーラム」が開催されました。まず始めに、リーダー
から仁川と台中のYMCA訪問についての発表があり、「“言葉
が通じなくても伝えようとする気持ち”と“建前でなく本当の
ことを話すこと”の大切さを強く感じた。」というお話が印象
深く残りました。
　次に、聴覚障害児プログラム研修会「マイ・マイ」並びに視
覚障害者のサポートをされている「わいわいネット」から活動
紹介があり、これらのお話からは「一人一人（相手）に合った
コミュニケーションツールを工夫して活用することによって、
コミュニケーション不足からくる不安を取り除くことが大切」
という共通のメッセージを感じました。
　最後は、東日本大震災復興支援の活動報告がなされ、全体を
通してワイズメンとして行った行為の成果がよく理解できる
YYフォーラムとなりました。
　夕方から開催された「夜桜フェスタ」では、メンバー参加は
少なかったものの、夜桜を
楽しみながら飲み物販売を
させて頂き、多くの笑顔と
出会えた素敵な１日になり
ました。
参加者　菅原、竹田、八
木、山口（雅）、山田（隆）、
山田（英）、金原、大山（謙）、
田中（升）、西川、西村、
五十嵐、倉見、山口（恵）・
ご主人・コメット

2012年4月24日（火）19:00～21:00
ウェスティン都ホテル京都　菊の間

第10回　役員会議事録


