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「父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくだ
（マタイによる福音書

さるからである。
」

「交流」の大切さ
交流事業委員長

岡本

尚男

1920年10月、印度でジャングルの狼の巣穴から２人の女の子
が発見された時、形は「ヒト」であったが四足で歩き、生肉を
食べる習性は「狼」だった。その後、孤児院で育てられたが、
「人間社会」に馴染めずに夭折したという実話があります。
私たちは、幸い「人間」の両親に育てられ、社会人になって
からは「人間社会」で生活をしながら、様々な「人」の中で
「人間社会」の習慣やルールを学び自立しています。そして、
ワイズメンになり、この世界でも多くの「ワイズメン」たちに
よって「ワイズメン」に成長していきます。世界中の老若男女
のワイズメンとの出会いが約束されています。しかも、メンバー
の子供にもその機会は与えられています。ユースコンボケー
ション参加への支援としてのワンコイン運動、YEEP、STE
P 事業など、大人になる前の貴重な時代に次世代を担うコメッ
トを確りと育て、世のため、人のために働く人になって欲しい
という願いがこめられています。YMCA に関わる青年たちに
もその門戸は開かれています。
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５章45節）

10月には、第１例会でワイズメンの両親に育てられた橋崎頼
子さんの話を聴きました。次世代の若者の育成を YMCA と
共におこなっている私たちの実例を体感されることを期待した
プログラムでした。お子さんをお持ちのクラブの皆さんに知っ
てもらいたいのです。また、釜山ベゼルクラブの方々との交流
もありました。これは異文化との出会いを体感するものです。
お互いに育った環境によっては、考え方も習慣も食べ物の好み
も違います。唯一、ワイズメンズクラブの理念である「国際聖
句」に基づく６つの目的によって、世界のワイズメンたちは結
びついています。その連帯による「絆」によって、国を越えた
友情を育み、ご自分の人生が豊かになるために必要な栄養素を
とり入れて欲しいと思います。来年の４月には、東京クラブと
の交流が予定されています。
これらのプログラムの基本は参加することによってしか、そ
の意味することが実感できません。例会や部会、区大会、アジ
ア地域大会、世界大会などなど、いつもいわれている「出席第
一」の所以です。顔を合わせて心が通うことで理解が深まり、
ビジネスも旨く運ぶことと一脈相通じるものです。さあー、ク
ラブという狭い枠から飛び出しましょう。
そのような出会いの場のお世話役が、交流委員会の使命だと
思っています。

新聞テレビにクラブの活動を取り上げてもらいましょう。パンフレットや
インターネットで活動を大いにアピールしてください。
守田富男 広報事業主任 （八代）

第一例会
第二例会
累

8,000円
6,000円

計 61,000円

そ の 他
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血
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第一例会
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2,774円
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計 140,994円
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PR

年間強調目標

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（八代）

2007年10月２日（火）

於 ウエスティン都ホテル京都
してなけれ

メンバー増強の大切さ

ばならない
と感じまし

八木

悠祐

ゲストスピーカーの澤田賢司西日本区 EMC 事業主任の熱気
の伝わる講演会でした。

た。まずは、
会員候補に
ゲスト参加

今期、西日本の EMC 事業方針や会員増強のあるべき姿をキャ

してもらい、

ピタルクラブの歴史を交えてお話をいただきました。ホテル形

ワイズのこ

式の例会やカリスマ的な人物の輩出、西日本区会員2000 名の

とを知って

目標達成に向けて、2000推進チームを結成し、全国各地に PR

もらうこと

活動をされているということで、ピンバッジでの活動資金捻出

から始めようと思います。

など、本当にいろいろな工夫やご苦労をされながら活動されて
いるんだと改めて感じました。

キャピタルクラブの普段どおりの例会でしたが、その中にも
ピリッとした緊張感があり、メンバー増強の大切さを改めて感

キャピタルクラブとしても現在28名ということで、今期EMC

じられた、本当に良い例会だったと思います。

委員長の石倉さんのもと会員増強に向けてできる限りの協力を

2007年10月16日（火）

於 ウエスティン都ホテル京都
スピーチのテーマは、「私の中にあるワイズメンとしての両

ワイズの奥深さを実感

親のこと」。
両親が共にワイズメンという環境の中で育たれ、YMCA・

吉井

崇人

ワイズメンと多くの時間を過ごされ海外留学（YEEP）での経

本日 の ゲ

験、あちらのワイズメンの優しさ・温かさ、ワイズメンの娘と

ス トス ピ ー

して生きて来た経験・ユースコンボケーションでの経験・Y３

カー は、 ワ

での活動内容など短い時間で盛りだくさんの内容で沢山の事を

イ ズユ ー ス

学ばせて頂き、刺激を受けました。

クラブ姫路−

私自身、入会させて頂き２年がたちますがまだまだ分からな

Y３会 長

い事が多く、何の力にもなれていませんが、少しずつでもワイ

橋 崎頼 子 さ

ズの組織のことを理解し、ワイズメンとして何かの力になれれ

ん が来 て 下

ばと思った例会でした。

さいました。
あの凄い量が約２時間で無くなってしまい、本当にメンバー

2007 じゃがいもファンド
ファンド事業委員長

幡南

みんなの結束とチームワークの良さに感心しました。初めての

進

ジャガイモでしたがメンバーの一員だな〜と、新たに実感でき
る日でもありました。ありがとうございました。
参加者 石倉・石村・内廣・大山・岡島・岡本・勝山・金原・

リサーチパーク前に一人、二人とキャピタルメンバーが集まり

香山・神崎・菅原・瀬本・大門・竹田・田中・村田・森繁樹・

だしました。休日の朝、皆さん眠たそうなのが印象に残ってい

森常夫・八木・柳・山口・山田隆之・山田英樹・吉井・山口コ

ます。

メット・村田コメット

間もなく排気音を響かせたトレーラーが３台集まってきまし
た。初めてのジャガイモなので、待ち合わせを少し遅れて入っ
てくるトレーラーを見て、先ずは安心のタメ息を一つ。
「よかっ
た〜〜 !!」
次に、コンテナを開けてビックリ !!
凄い量だ !!

想像していたよりも

唖然としているとメンバーの皆さんの手際の良

いこと。ハイこっち !!

ハイかぼちゃ !!

ハイ次 !!

本当に

沢山の量のジャガイモが次々と運ばれて行きました。私はと言
うと、バタバタと数量を確認している間に終わってしまった、
という印象です。
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10月14日（日）朝６時前、静まり返った集合場所である京都

第22回 京都 YMCA ふれあい広場開催
西日本区奉仕活動資金よりも支援
柳

慎

司

あいにくの小雨模様の中、９月30日に第22回の「ふれあい広場」が開催されま
した。今回は、「神戸フルーツフラワーパーク」へ参加者100名以上が２台のチャ
ターバスで、午前９時45分に伏見桃山御香宮を出発しました。
車内で、実行委員長の挨拶と連絡事項。途中トイレ休憩を挟み約１時間半で現
地到着。広大な敷地の中には、色々な施設があり、まずは、「イベント広場」に
集合し、「京都 YMCA 桃山こおろぎ」代表の岡本

都実行委員長のオリエンテー

ションがあり、視覚障害者の方々をサポートするグループに振分けられたメン
バー・メネットは、対話をしながらの手引きに孤軍奮闘しております。しかしど
の顔も笑顔が絶えません…。
小雨降るなかメインの「りんご狩り」は、各施設への案内で時間調整を行いま
した。昼食は施設内のホテルでテーブルマナーをホテルの方にご教授して戴き、
和気藹々のうちに食事が進みました。

仁科委員長、柳副会長、竹田Ｙサ主査
山田会長、金原書記

食前には岡本 都さんの司会進行で、仁科地域奉仕委員長と当クラブの山田隆
之会長、京都視覚障害者の方々の挨拶を戴き、改めて「ふれあい広場」の目的と
20数年来実施されている意味合いを深く知る事が出来ました。
昼食後は、晴天とはいきませんが、雨も止み、「りんご狩り」が開催される事
になり、施設内の移動のため「チュウチュウトレイン」に乗車しましたが、二両
編成では全員が乗れず写真班は徒歩にて先回りです。

ぎたてのりんごは美味し

く、各自のお腹の中へ消えていきました。
毎回の事ですが、道路状況、食事の内容、お土産の説明を視覚障害者の方々に
説明をするのは、中々難しいもので、見れば済む事を言葉に表現することの重要
性を痛感した一日でした。
この事業はクラブの奉仕事業委員会のメイン事業の一つではありますが、キャ
ピタルクラブの年一回のメイン事業と言っても過言でありません。次週は知的障
害者の施設「ベテスダ祭り」への奉仕活動があります。正にこの時期、奉仕クラ
ブとしての真価が問われる時です。
月二回の例会出席は勿論ですが、今回諸事情により不参加となりました、メン
バーの皆様は次回はご参加を…。きっと奉仕クラブの一員として心に残る事が毎
回あります。
現地へ下見に行かれ計画、準備頂きましたスタッフの皆様に感謝申し上げます。
また今期、当クラブの奉仕活動にご理解を頂き、西日本区よりご支援を頂きまし
た事を感謝申し上げます。

全員集合

昼

食

撮影の山口雅也さんだけがいません
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ルクラブ来日
ゼ
ベ
山
釜

歓

友好ますます深まる

IBCの醍醐味を満喫した３日間
金原

釜山ベゼルクラブからのお客様
弘明

10月19日（金）大雨の日に、IBC の釜山ベゼルクラブご一行が来日されました。今
回は21日までの２泊３日の IBC プログラムでした。私は今回交流委員会の担当三役
として委員会やプログラムに参加させていただいたのですが、この事業の大変さや
楽しさを存分に味わわせていただきました。
１日目は大雨の中の清水周辺の散策（ご案内されたワイズの方、大変お疲れ様で
した）の後、夜は歓迎晩餐会、ここで、東京に留学されているベゼルクラブ金世龍
会長の息子さんと交際中の方も東京から合流し、ベゼルクラブ総勢10名とキャピタ
ルとの会食（この時わかったのですが、10名の内、４名はベゼルクラブの DBC 先
であるグリーンクラブのメンバーでした）。お酒も入り、カラオケも始まって私も少
しお近づきになれた気がした１日目でした。
翌日は、奈良観光。当初交流委員会では、伏見周辺の散策を計画していたのです
が、一週間前にベゼルクラブの要望が届き、予定を変更し、奈良駅周辺の観光とな
りました。春日神社や奈良の大仏（東大寺）等、この日は本当に気持ちの良い秋晴
れの日で、ベゼルのメンバーも気持ちよく散策していただけたと思います。夜は韓
国料理のお店でのさよならパーティー。この頃になると、すっかりメンバー同士の
会話も弾み（実際は、通訳の方があっちこっちに飛び交い、本当に大変そうでした…）
、楽しくプルコギを戴きました。
最終日、お別れの京都駅で、別れを惜しみ、肩を抱き合う両クラブのメンバーを
見ていると、大変さも全て吹っ飛び、これが IBC なのだと感動を覚えました。来年
はどちらのクラブも25周年。行くことになるかどうかは現時点ではわかりませんが、
是非、釜山に行ってみたいと強く感じた３日間でした。

金
全
文
金

関空出迎え

仁實・金
琪子・李
玉南・金

錫伊
香淑
奉勲

19日

20日

出迎え
12時30分 関空
16時 りょうぜん（宿泊）着
19時〜21時 歓迎晩餐会
メルパルク京都８階「大文字」
奈良観光
近鉄奈良着
聖公会奈良基督教会 興福寺
春日大社 公会堂 レストラ
ン「能」で昼食 東大寺大仏殿
奈良公園飛火野
17時 京都駅着 金会長と今後
の打合せと他のメンバーは
ショッピング
18時25分 京都駅
山陰線で丹波口迄
19時 韓麺館 さよならパーティー
（五条七本松）
21時 終了 りょうぜんへ
帰国
９時45分 「はるか」見送り
京都駅

山田会長ハングル語で
歓迎挨拶
金会長挨拶

両会長合唱

成龍・崔
秀雄・文
京姫・成
英志

プログラム

21日
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迎

ベゼルとのDBCグリーンクラブの４人と柳メネット（右）

姜裕珍さん通訳

香山次期会長
乾杯の音頭

のりのりのツーショット
全秀雄さん、金成龍会長

きです。毎年12月が近づくと、来年こそはと思っているので
すが…。ご一緒しませんか。

大人に相応しい休日探し
瀬本

純夫

さてさて、困ったなぁ〜っていう感じですか。
我が家の休日と言うものは、特に趣味と言うものを持って

ホノルルマラソンに参加

いない私にとっては、のんびり、まったり時間が過ごせる日

神

清一

ここ数年、したくてしたくてしょうがない、行きたくてし

となります。ここに改めて書き記すようなことが、あんまり
ないんですね。キャピタルクラブに入会させていただいてか

ようがない休日のあり方。それは、ここ数年は果たせていま

らは、その事業に出かけていくなどしております。YMCA

せんが、12月にお休みを頂いてホノルルマラソンに参加する
ことです。42.195 km を走っている（歩いている）間は、ハ

の事業が趣味なんてことまでは言えませんが、それなりに楽
しんではおります。それ以外は、朝はのんびり過ごし、また

ワイの景色を楽しみながら、応援のあたたかさを感じながら

は、嫁さんと近いところではあるんですがドライブなんかに

も、自分自身のからだとこころと葛藤しながら、様々なこと
に思いを馳せながら、私にとっては過酷な約５時間をすごし

出掛け、買い物に付き合い、嫁孝行に勤しんでおります。
今回、このような記事の依頼が来たことで、何か自分にとっ

ます。

て、ゆったりと出来るような趣味を探さなければと改めて思

でも、その中で気づくこと、感じること、そして何よりも
やり遂げることでの充実感。そして、そのあとのビーチやプー

いました。気持ちがリラックスでき、生活が充実出来るよう
な、大人に相応しいことを探し回る、そんな休日にしても良

ルで、全身の痛みをとりつつからだを休める時が、至福のと

いかな。暫らくはそんな休日にしていきたいです。

30番ホームでお見送り

ベゼルクラブより礼状が
メールで届きました
京都キャピタルクラブ
IBC 委員長 岡本尚男様
随分秋らしく朝夕が涼しくなってまい
りましたが、ご家族の皆様はお元気でお
過ごしでしょうか？
先日は京都キャピタルクラブの訪問時
にはご歓迎をいただき有難うございまし
た。仁科さんの体の調子はどうですか。
今回はいろいろと歓待してくださって心
から感謝いたします。大変お世話になり
ました。
クラブの会長様によろしくお伝えくだ
さい。
有難うございました。

歓迎会全員

韓国釜山ベゼルクラブ 前會長
金 錫伊
興福寺をバックに女性ばかりで

奈良公会堂にて男性ばかりで
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HAPPY BIRTHDAY

2007年度 ベテスダ祭り
メンバー

八木

悠祐

2007年10月８日体育の日、今年も毎年恒例のベテスダ祭りが、
向島のベテスダの家にて盛大に開催されました。午前中のあい
にくの空模様にも関わらず、大勢のお客様がおいでになり大盛
況でした。キャピタルクラブとしては今年は恒例の焼きそば・
イカ焼き・飲み物・ラーメン（トンコツ）に加え、新メニュー
「焼き餃子」というラインナップでお手伝いさせていただき、
納涼例会時にご紹介いただいた、新施設ウィートの前での出店
で、メネットの皆様はウィート内の新しい炊事場でのお手伝い
となりました。

金原

弘明

山田

奈未

元気をもらっているような気持ちになります。これからも自分
のできる範囲で、他の活動も頑張っていきたいと思います。
今年は、キャピタルクラブのメンバーもメネット・コメット

大山

孜郎

11. 28

11. 16

香山

紫保

11. 17

HAPPY ANNIVERSARY
香山

章治・慶

子

ご夫妻

11. 12

柳

慎司・早知子

ご夫妻

11. 18

仁科

保雄・節

ご夫妻

11. 25

子

11月・12月予定抄

ベテスダ祭りには毎年参加させていただいておりますが、私
自身いちばんボランティアをしていると感られるイベントで、
ベテスダの家の皆さんや地域の皆様の笑顔を見ると、何か逆に

11. 3

コメット

11月３日（土）

国際協力街頭募金

11月11日（日）
11月18日（日）

リトセンオータムフェスタ
京都クラブ60周年記念例会

12月14日（金）

会員クリスマス

ミニケーションにも繋がったのではないかと思います。後片付
け中には、退会された岡村さんも元気な顔を見せていただき、

2007年10月23日（火）19 00〜21 00
ウェスティン都ホテル京都 菊の間

いずれ復活の期待がふくらみました。午後からの晴天のもと皆
さんで記念撮影となりました。
今年も午後から晴れ渡った空模様同様、晴ればれとした気持
ちで帰途に着くことができました。感謝感謝です。
最後にい
ろいろご準
備いただき
ました、 メ
ネットの皆
様、メンバー
の皆様、 そ
して地域奉
仕委員長の
仁科さん本
当にお疲れ
様でした。

森 常夫さんがいません

吉井崇人さん新居です
ご結婚により住所がかわりました
〒611-0011 京都府宇治市五ヶ庄野添77番地13
TEL･FAX（0774）
32−1705

聖句の解説

神様は分け隔てをしない方であると言ってい

ます。信じる人にも信じていない人にも平等で、悪を行なう
人には苦しみと悩みが下り、善を行なう人には栄光と誉れと
平和が与えられると述べています。
神様は信じている人だけを特別扱いする方でなく、もっと
心の広い方です。わたしたち一人ひとり目をかけてくださる
方で、 一人ひとりが良心をもって歩むことを望んでいる方
です。
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‥

第４回 役員会議事録
‥

を合わせ総勢34名という大人数での活動となり、クラブ内のコ

＜報告事項＞
京都部
次期地域奉仕・環境事業主査輩出について
→ 山田隆之さんに決定
京都部第２回 EMC 委員会 11月16日（金）三条本館
三
役
合同例会の件
グローバルクラブに了承を得た。
１月12日（土）ウェスティン都ホテル京都葵殿
25周年実行委員会
2008年11月１日は予定会場の都合悪い。日程等再検討
次次期会長選考委員会
瀬本純夫さんを推薦し、本人に了承を得た。
＜各事業委員会報告＞
Ｙ
サ
一泊例会のスケジュール（案）の提案
地域・環境
次回、決算報告・ベテスダ機関誌の件
ドライバー
音楽例会のお酒の出し方の提案
交
流
東京クラブ訪問 '08年４月26日（土）･27日（日）
に決定
フ ァ ン ド
ジャガイモ1,042個、カボチャ199個完売
領収書の検討必要
ブ リ テ ン
クラブ HP アルバムの運用ルールについて
Ｅ
Ｍ
Ｃ
入会検討者２名に対し、お話の場を設ける
＜審議事項＞
Ｙサ一泊例会を例会とする件
承認
但し、内容・出席ルール等を委員会で十
分に検討することを前提にして総会に挙
げること
次次期会長 瀬本純夫さんを推薦し総会
に提案する件
承認
ベテスダ機関誌をクラブにて購入するか
継続審議

