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７月
Kick－off
EMC－C

目標達成の満足感と喜びを分かちあえるグッドスタンディングメンバーを作

ろう。クラブの発展は 例会の充実 組織の拡充 メンバーの自己研鑚

です。 澤田賢司 EMC 事業主任（京都グローバル）

在籍者数 28名

第一例会 24名

第二例会 27名

メネット 10名

特別メネット 1名

出席率 100％

切 手 19,816ｇ
現 金 84,350円
累計切手 19,816ｇ
累計現金 84,350円
Ｊ Ｗ Ｆ 20,000円
ＪWＦ累計 20,000円
ＦＦ累計 30,000円

第一例会 10,000円
第二例会 0円

累 計 227,000円

そ の 他 6,000円

累 計 784,386円

献 血 0cc
成 分 0名
累 計 800cc
成分累計 1名

第一例会 3,323円
第二例会 3,844円

累 計 122,733円

『あなたがたは地上に富を積んではならない。そこでは虫が食ったり、さび付いたりするし、また、
盗人が忍び込んで盗み出したりする。富は、天に積みなさい、そこでは虫が食うことも、さび付くこ
ともなく、また盗人が忍び込むことも盗み出すこともない。あなたの富のあるところに、あなたの心
もあるのだ。』 （マタイによる福音書 第５章19～21節）

Ahead of a generation

会 長 山田 隆之

今期の主題は「Ahead of a generation」世代を
越えてと言う意味ですが、キャピタルクラブも25周年
をまじかに控え、メンバー構成においてもチャーター
時は平均年齢39才で、年齢差は24歳、24年を迎えた今
期は平均年齢50才で、年齢差は48才です、だんだん世
代が広がり考え方や思想が違ってくると思いますが若
い世代のメンバーはベテランメンバーから教育を受け、
ベテランメンバーは若い世代メンバーから元気や刺激
を受けて頂き、世代を越えた素晴らしいクラブにさら
なる発展ができればと思っています。わたしがキャピ
タルクラブの一番素晴らしいところは日本区、西日本
区、京都部で活躍されている役員を輩出し、模範になっ
ているクラブと言う点もありますが、隔たりなくキャ
ピタルクラブの一員として、事業や行事に参加して頂

いていることです。
今期は３年計画で進めております、地域奉仕の新し

いサポート先なども具体的にして行く年でもあります。
ベデスタやふれあい広場のサポートを継続しながらサ
ポートを必要とされている方を探し、キャピタルに相
応しい奉仕を模索して行きたいと思います。今期から
地域奉仕委員会に新しく環境と言う言葉が追加され環
境に目を向けた事業も必要かと思いますし、YMCA
を通じての活動のなかから社会に貢献していきたいと
思います。

また西日本区や京都部においても会員の減少が叫ば
れております。西日本区においては現在までの繰越金
を切り崩して赤字を補填している状況であり、今年度
も赤字予算が組まれているようです。新山京都部部長
も京都部１割以上の増強を目標に挙げられておられま
す。キャピタルクラブにおいても相応しいメンバーを
一人でも多く増強していきたいと思います。しかし、
ただ増せばいいとは思っていません。キャピタルクラ
ブにふさわしいメンバーで、数×資質が本当の増強だ
と思っています。皆様の協力なしではできない事です
のでご協力の程宜しくお願いします。
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2007年６月５日（火）
於 ウエスティン都ホテル京都

ワイズメンズクラブの活動は社会に光をもたらすものです。自らの活動を「世の光」として
積極的にアピールし、ワイズメンズクラブの認知度を高めましょう。 守田富男広報事業主任

2007年６月23日（土）
於 ウエスティン都ホテル京都

引 継 ぎ 例 会
ブリテン・広報委員長 吉井 崇人

さすがに引き継ぎ例会とあって通常の例会とは雰囲気も違い

最後の緊張とお疲れ様の雰囲気、来期からの意気込みとで何か

不思議な空間でした。

今期は、私自身もブリテン・広報委員長をさせて頂きました

ので昨年とはまったく違う空気を感じれました。

大門会長最後の挨拶、正直な所ブリテン用の写真を撮ってい

たため挨拶の内容はわかりません。

しかし、この一年写真を撮らせていただいてこの日の会長の

表情が一番キリッとされて格好良かったです。この日は、瞬き

も多かったのでやはり緊張されたいたのでしょうか？

香山次々会長の乾杯と大門会長による風船割りでの食事、今

期の活動の話・来期への期待の話に華を咲かせた食後、大門会

長から今期の事業委員長にねぎらいの言葉とともにパープル賞

が送られました。私も委員長をさせて頂いたので、頂けること

がなんとなく分かっていましたが、実際に手にしてこんなに嬉

しいものだとは思いませんでした。

パープル大賞は、メンバー全員の納得した大きな拍手の中、

森 常夫さんに贈られました。

会長、メネット会長の引継式の後、次期役員の紹介、山田隆

之次期会長の挨拶がありました。

大門夫妻を送り出し、大門会長胴上げで例会は終了しました。

何より、堀さんの笑顔が見られたことが一番嬉しかったです。

石倉主任より感謝のあいさつ
パープル賞受賞委員長
大賞の森さんの挨拶

ワイズ在籍30年 会長より花束
堀さん、勝山さん（右から）

大門会長夫妻
ご苦労さまでした。

次 期 役 員

私の小さな国際貢献
ネパールの子供たち

現代教育理事・
京都市教育委員会特別社会教育指導員

太田佐知子 先生

森 常夫

インドの北、ヒマラヤにある小国ネパールは人口が日本の５

分の１、面積は２分の１、平地が少なく貧しく電気・学校・病

院も少ない国です。日本と比べること自体がおかしい国である

ことを太田先生は教えてくださいました。

その中でも子供たちの明るい笑顔をスライドを通して見せて

下さり、我々クラブとして何が出来るのか、何をするのか考え

させられました。60万円あれば学校が出来るとおっしゃってお

りました。私たちが協力して出来ない事業ではないように考え

ます。キャピタル30周年事業で国際貢献してはいかがでしょう

か？ 個人ではなかなか出来ませんがクラブの力で実現できる

夢を見ています。

登山者の荷物のサポートをしてくださる人達をシェルパーと

思っておりましたが、部族の呼び名であることも知ることが出

来ました。

会長挨拶でマラソン銀メダルを獲得された有森裕子さんのお

話があり、「マラソンとは我慢の戦い」であるとおっしゃっら

れたそうです。いつもテレビで観戦しておりますが、「本当に

苦しい戦いの中ぴったりとくる言葉でした。

本日のニコニコで八木さんより７月７日にご自分の結婚式と

弟で元会員の孝典さんの結婚披露宴が６月23日に行われるとい

うおめでたのW報告がありました。おめでとうございます。

聖句の解説 YMCA の行うプログラムの公益性、団体とし
てのあり方が問われてますが、YMCA の行う業務はまさに天
に富を積む仕事であり、この世の物差しのみでは評価するこ

とのできないものではないでしょうか。
神のことに習い、YMCA は、地域に出て行き、人々と共に

生き、喜び、悲しみを共有し、共に成長しようとする団体で

す。時として地上での経済的な利益に結びつかない場合もあ
ります。地上で生きていく限り、地上の富によって団体を運
営していくことは必須でありますが、しかし神と人にどれだ

け仕えたのかが YMCA にとっての財産ではないでしょうか。

PR年間強調目標



大阪らしい西日本区大会

竹田 博和

梅雨入り前の時折激しい雷雨が降る６月９日より、２日間

の日程で大阪の松下 IMP ホールにて第10回西日本区大会が開

催されました。

恒例のバナーセレモニーはちんどん通信社の先導で各部毎

に入場です。さすがは大門会長、その肩幅・身長、壇上での

存在感は圧倒的でした。さすらいのピアノマン合田清さんの

演奏でワイズソング斉唱の予定でしたが、合田さんがさすら

い中のためアカペラでのワイズソングとなりました。

続く西日本区事業主任の報告では石倉地域奉仕・環境主任

より、いつもながらの彼の個性があふれ出た報告があり、会

場を和ませていました。ようやくさすらいの旅から帰ってき

た合田さんのピアノ演奏を堪能した後、

五月女光弘氏より 「国際協力 ちょっ

といい話恩義に報いる ODA」という演

題で講演をいただきました。 石倉主任

の話によると森本理事がどうしても聞

きたかった講師の方だそうで、皆さん

熱心に拝聴されておられました。 懇

親会では森乃福郎さんらによる大阪の

祭囃子、上方落語地車囃子がにぎやか

に披露され、最後は大阪締めで閉宴。

大阪らしい西日本区大会の夜が更けて

いきました。

もうひとつの報告

岡本 尚男

10周年記念大会として開催された西日本区大会は「あんたの

“ねがい”おおさかで」のコンセプトで、様々な“ねがい”を

持ちより交流を深めるように工夫されていた。

私とメネットは開会前に開催された、元理事昼食会とメネッ

ト会に参加するために、会場には10時過ぎには到着していた。

この10年間に仁科保雄さん・節子さんに次いで、石倉 尚西

日本区地域奉仕事業主任という、日本国に例えるならば大臣を

輩出したクラブとして

の誇りと、 彼への精一

杯のエールを贈るため

の参加であった。

主任報告、早乙女光弘

さんによる基調講演につ

いては竹田さんが触れて

おられるので詳細は割愛

するが、早乙女さんの話

は日本国の置かれている

現状を解かり易く話され、

だから国際協力が必要だ

ということがよく理解出

きる講演であった。その

ほか吉本貞一郎（熊本）さ

んによる「西日本区10年

の歩み」は、東西に日本区が分割されて

以来の10年のことが手際よく纏められ

ていた。仁科メネット事業主任のこと

も収録されていた。

メネットがそのナレーションを担当

させて頂いた。桃山こおろぎで培った

視覚障害者向けのテープ雑誌作りで鍛

えられたものが役立った。ふれあい広

場でお世話になっているクラブのお陰

でもある。心から感謝したい。

懇親会の席上、翌日は大門会長が所用の為に不在ということが

話題となり、石倉主任が主役を努める表彰･引継ぎ式、またひょっ

としたらクラブ表彰があり、壇上に上がるようアナウンスがある

やもしれないのに、その時に会長がいないのはなんとしても格好

がつかないとの進言に、急遽翌日の予定をやりくりして宿泊して

２日目に臨んだ会長の決断に喝采を贈り

たい。

翌日は、聖日礼拝から参加した。高橋

詠子梅花中学高等学校教諭であり牧師の

説教は、聖書の創世記18章１～８節を引

用しながら、人をもてなすことの大切さ

と深い意味について、大阪弁の語り口で

明快に解説された。もっともだと妙に納

得させられた。

クラブ表彰は別表の通りに留まり、私

たちよりも傑出した活動によって表彰さ

れたクラブのことを勉強させられた。大門会長の勇姿が見られ

なかったのは心残りであったが、石倉主任が関係する事業の表

彰を仕切る姿に拍手を贈った。この1年のご苦労に感謝すると

共に、多くの知己を得たことがこれからの彼のワイズ活動にとっ

て最大の役得となったと思う。

次年度の神谷尚孝理事（和歌山）への引継ぎが森田惠三（京都

ウエスト）さんの司式によって厳粛に行われ、石倉主任を始め

とする各事業主任は次期の方々にバトンを渡し、全てのプログ

ラムは時間どおり正午には終了した。

参加者：石倉・石倉博子・石倉コメット・岡本・岡本都・大

門・神 ・竹田・仁科・仁科節子・村田・山田（隆）・山田（英）

６月23日午後６時から、三条 YMCA マナホールにてファン
ド卓球大会が開催されました。急な企画にも関わらず、12人の
方々にご参加いただきました。皆さん日頃なまった体に鞭をう
ちハッスルプレーの連続で、怪我をされないか心配になるくら
いでした。

中でも岡島さんの短パン・半袖での軽やかなフットワークが
印象的で、トーナメントでも見事優勝されました。

その後、新風館のキララで打ち上げがあり2006年度のファン
ドイベントは幕を閉じました。ファンド委員長として大変至り
ませんでしたが、皆様の大変なご協力もあり自分なりに頑張れ
たのではないかと思っております。

１年間ファンドにご協力いただきまして本当に有難うござい
ました。次年度も、幡南委員長のもといろいろなファンド活動
が展開されると思います。何卒、ご協力の程よろしくお願いい
たします。

参加者：石倉・岡島・仁科・仁科コメット・正子･ダルマパー
ラン・村田・柳・山田（隆）・森（常）・森（繁）・山田（英）・八木
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ファンド卓球大会＆打ち上げ
ファンド委員長 八木 悠祐

石倉さんのあとを引継ぐ
岩間次期主任

表 彰

理事表彰
CS 献金ベスト10 ９位

〃 個人 〃 ８位（岡本尚男）
TOF 献金ベスト10 ８位
出席率95％以上優秀賞 ４位

事業主任表彰
CS・TOF・FF 目標達成賞
ユースワンコイン協力賞

前期の９月頃の例会で協力を募りま
したが、西日本区への送金が遅れ、
2007年６月７日に送金を致しました。
よって大会においての記載がありま
せんでしたが今期の活動として受理
され、感謝状が後日送付されました。
誠に申し訳ございませんでした。

（山口雅也）



2007年度最初の事業として、リトセン夏の準備ワークが６月
24日、日曜日に行われました。

前日の引継例会の疲れが少し残る中、当日、委員長の私は天
気だけを気にしながら、早めに目覚めました。窓の外からはな
にやら嫌な音が聞こえてきます。まさかと思いつつ、外を見る
と、なんと雨…。雨の予報ではあったけど、昼からだったはず、
まだ時間も早いし９時ごろには止むであろうと思いながら車を
走らせました。ところが、リトセンに近づくにつれ、雨はきつ
くなってきます。雨の勢いは弱まることもなく、各クラブの委
員長が集められ、ワークの説明。来週には多くの子供たちが来
るので、今日やらないと、次にというわけにはいかないとのこと。

そんな中、キャピタルのメンバーも順調に集まってきてく
ださいました。担当場所を説明すると、さすがキャピタル、
皆さん準備もばっちりで、すぐさま草刈開始。雨の中、昨年
と変わらない広い担当場所にもかかわらず、こんな時こそ、
早く終わらせようという気合が漲り、すごい勢いで、綺麗に
なっていきます。

山田会長の11時半には終わって、カレーを食べて帰るぞ、
と言う意気込みどおり、最後に金原さんのストレス発散草刈
が終わって、ワーク終了。雨の中、誰一人怪我することもな
く、一人の地蔵さんが出現していた以外は、無事終了いたし
ました。大雨の中を参加していただきました、メン、メネッ
トの皆様、本当にありがとうございました。

今期一発目の事業が大雨に恵まれるという、山田会長らし
いと言えば、まさにその通りの出発となりました（自称雨男
山田隆之会長らしいです）。Yサ事業は今年も多くのプログラ
ムがあ ります。 一 つで
も多くのプログラムに、
１人でも多くのメンバー
が （出来れば 全員で）
参加 しても らうこ とを
目標と して、 アピ ール
してい きますので、 今
期一年 、 メンバー の皆
様、 よろしくお願 い致
します。

参加者：石村・金原・香山・神 ・菅原・竹田・田中・柳・
山田（隆）・山田（英）・瀬本・香山メネット・柳メネット・山
田（隆）メネット 以上14名でした。

７月１・８日 サバエワーク
８月３日（金） YMCA 平和の集い
８月10日～12日 国際協会アジア大会（バンコク）
８月18日～19日 青い空と白い雲のキャンプ

メンバー

神 清一 7. 8
メネット

内廣 嘉子 7. 22 柳 早知子 7. 29
コメット

田中 愛純 7. 3 幡南 玲奈 7. 8
山田 隆太 7. 19

八木 悠介・未穂 ご夫妻 7. 7

＜報告事項＞
西日本区

第22回アジア大会参加案内（８月10日～12日）
西日本区代議員会 今年度活動報告
６月９～10日 西日本区大会
参加者：岡本、仁科、石倉、山田（隆）、山田（英）、竹田、
大門、岡本都、仁科節子、柳早知子、山口弘子、石倉博
子、コメット、正子･ダルマパーラン
式典会場

‥

松下 IMP ホール 13

‥

00
懇 親 会

‥

ホテルニューオータニ大阪
ハブラシ回収ブースあり「一人1本のハブラシを！」

京 都 部
６月17日（日） 京都部評議会 10

‥

00～
三条 YMCA 本館 部引継式

９月９日（日） 京都部会 ホストクラブ

‥

京都トップスクラブ
ＹＭＣＡ

６月23日（土） ボランティアビューロ YMCA 三条本館
19

‥

00～ 参加 300円 「癌患者さんとその家族へ」
６月30日（土） ボランティアビューロ YMCA 三条本館
19

‥

00～ 参加 300円 「視覚障害者介助の講習会」
７月27日（金）～29日（日） ホストファミリー募集

三 役
Ｙサユースワンコイン→西日本区へ送金 ６月４日（西
日本区報告記載なし）協議事項
６月23日（土）引継例会 6:00 ～ 9:00 ウエスティン都ホテル
７月３日（火）総会→次期役員会にて７月10日へ変更

＜各事業委員会報告＞
各事業委員会 事業報告
ファンド・EMCは委員会報告もあった。

＜報告事項＞
西日本区

地域奉仕・環境事業委員会、メネット事業合同研修会
７月22日（日） 大阪弁天町 ORC プリオ会議室

京 都 部
京都部交流委員会懇談会 ８月31日（金）YMCA 三条本館

ＹＭＣＡ
サバエワーク

‥

７月１日（日）、８日（日）
三 役

新年例会 センティニアルクラブと合同で開催
京都の他１クラブ合同の可能性も有

＜各事業委員会報告＞
各事業委員会 事業計画案及び予算案の発表
地 域 ・ 環 境 ふれあい広場

９月30日（日）
ド ラ イ バ ー ８月７日第一例会

於：みささぎハウス
交 流 メイクアップ奨励に関して
＜審議事項＞

年間スケジュール案
引継例会の日程以外 承認
事業計画案 承認
予算案 今期決算の反映以外 承認

＜その他＞
田中真氏メモリアルＥＦ献金について→
次回役員会にて審議

― 4 ―

大雨の中のリトセンワーク
Ｙサ・ユース委員長 瀬本 純夫

７月・８月予定抄

HAPPY BIRTHDAY

HAPPY ANNIVERSARY

第16回 役員会議事録
2007年６月26日（火）19
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