2007

12

2007. 12. 1. 発行
第25巻 第６号 通巻293号

『そして通りがかりに、アルファイの子レビが収税所に座っているのを見かけて、「わたし
に従いなさい」と言われた。彼は立ち上がってイエスに従った。
』
（マルコによる福音書

内へ外へ E M C！

第２章14節）

いい仲間集まれ
EMC 事業委員長

『メンバー増強』これは、EMC 事業の必
須課題です。ロスターにも【E は、新クラ
ブを設立すること。MC は、新会員増強と意識高揚をはかる
こと。
】と明記されています。
昨年５名の増強を目標に掲げましたが、メンバー候補者３名
のうち新会員２名と目標を達成することができませんでした。
今年、引き続き EMC 事業委員長をお受けし、５名の増強を
実現するために13名のメンバー候補者を目標に掲げました。前
任の EMC 事業委員長が
「会員一人ひとりが本気で増強をする
気にならなければ、目標は達成されない。」とブリテンに書か
れています。メンバー一人ひとりがクラブの外に対して働きか
けることなのです。それは、EMC の事業というよりメンバー
に頼るところが大きいのです。
それで、EMC の事業として内に対して何かできないのか？
と考えメンバーのお誕生日をみんなでお祝いすることにしまし
た。これは、以前ファンド事業委員会で '京都で温泉気分' と題

12月 EMC−M

11

在籍者数 28名
第一例会 24名
メネット
1名
ゲ ス ト
2名
第二例会 25名
ゲ ス ト
1名
出席率 96.4％

切
手
0ｇ
現
金
0円
累計切手 2,715ｇ
累計現金
0円
Ｊ Ｗ Ｆ
0円
Ｅ
Ｆ 15,000円
ＪWＦ累計
0円
ＦＦ累計
0円

石

倉

尚

して開催された事業がとても有意義でメンバーがより一層固い
絆で結ばれたと実感したからです。《いい仲間づくり》という
より《いい仲間》と感じる場を多く持つことを内に対する
EMC 事業としたのです。
《いい仲間》だという気持ちを共有し《いい仲間が集うとこ
ろ》がキャピタルクラブであるとみんなが感じる。そうすれば、
自分の回りの人をキャピタルの中へと誘い《いい仲間》が増え
る。《いい仲間》が集まれば、お互いに研鑽できる場が広がり
より一層《いい仲間》と感じることができるのではないでしょ
うか。
来年、25周年を迎えるにあたり、キャピタルクラブの相互研
鑽の場をみんなで広げましょう。いいと思える人をいいと思え
る場所に！《いい仲間》集まれ！
PS．誕生日会の集合写真を見て「いい仲間やね」といわれま
した…。

現状維持からの脱出。クラブ内外における自己の存在感を示し、求心力
澤田賢司 EMC 事業主任（京都グローバル）

を高めよう。

第一例会 7,000円
第二例会 10,000円
累

計 78,000円

そ の 他

累

計

0円 献
血
成
分
累
計
0円 成分累計

0cc
0名
0cc
0名

第一例会
第二例会
累

2,343円
3,216円

計 146,553円
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年間強調目標

PR

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11月６日（火）

於 ウエスティン都ホテル京都

マウンティンソングの演奏と
アメリカ移住の歴史を学ぶ
岡島

脩雄

ク号が沈んでいく時の
讃美歌を演奏していた
だき、あっという間の
１時間でした。
ワイズの魅力は、異
業種の会員との交流に

紅葉の美しいウエスティン都ホテルの音楽例会はドライバー
委員会の橋本様のご紹介でデュオ・ラッシー様（安田様ご夫妻）

よって人格が形成され
ること、また日常生活

亀岡市在住をお招きしました。

で聞くことのできない

マウンティンミュージック演奏、アメリカ移住の歴史を交え
ながらの公演で素晴らしい例会でした。

様々な講演を聞き、話
のビタミン剤を与えて

オートハープの楽器による演奏、讃美歌、アイルランドの悲
しい悲しいポーリーボーン、コロンブス（スペイン人）がアメ
リカを発見した歴史等、その人の名前アメリゴビスビッチとい

頂き心から感謝しています。
願望は本日出席のメンバーゲスト内田雅彦様、大山謙一様の
入会を心待ちにしています。

う人の名をとってアメリカの地が誕生した等、最後にタイタニッ

2007年11月20日（火）

於 ウエスティン都ホテル京都

琵琶湖疎水のお話をお聞きして

差は40m 程、鴨川から大阪湾までの高低差がさらに40 m 程あ
り、その高低差をゆっくりと流れているとのことでした。
作られた目的は、まず水力動力を確保し、産業の発展の基盤

香山

章治

本格的な紅葉シーズンを迎え京都もいよいよ秋本番を迎えま
した。

にする為、又、運輸に利用する為、さらに田畑等の農業用水路
として利用する等々、たくさんの夢と目的のもとで作られたと
いうことです。

京都橘大学文化政策学部教授 織田直文先生をお迎えし、
『琵琶湖疎水のお話』をしていただきました。

総額は用地買収まで含めると現在の貨幣価値で考えると、１
兆円を超えるとも言われるそうです。当時にすれば壮大な土木

私も山科に居住しており、疎水へは春にはお花見を楽しみに

プロジェクトだった訳です。私も土木の勉強をし、現在もその

何度か行ったことがありますが、詳しいことについてはほとん
ど無知でありました。

種に携わる者として、すごく興味深くお話を聞かせていただき
ました。

お話をお聞きしますと、この疎水は1885年（明治18年）から

完成するまでの様々な苦労話を聞く中で、来年またお花見に

５年の月日をかけて1890年（明治23年）に完成された、現在も
現役の土木構築物ということでした。もちろん、琵琶湖の水を

行った時には、今までとはまた違った角度から疎水を見ること
が出来そうです。

京都へ流し込んでいる訳ですが、琵琶湖と京都の鴨川との高低

志す青年時代のお話」、金原さんの「脱サラからの一念発起」。

10月･11月度お誕生日会
八木

楽しいお話を有難うございました。

皆様とお知り合いになってずいぶん経ちますが、初めておうか

悠祐

がいするお話ばかりでした。
皆さん色々なご経験、ご苦労をされているんだなぁと改めて、

11月17日（土）、今期から石倉 EMC 委員長の呼びかけで開

自分の未熟さを感じました。本音で自分の人生や、考え方を話

催されておりますお誕生日会の、第２回目、10・11月度の合同
誕生日パーティーが開催されました。堀川醒ヶ井にある、「豊」

すことができるキャピタルクラブの素晴らしさを改めて感じる
ことができる本当に良い会になったと思います。

という静かで隠れ家的な小料理屋さんに総勢17名ものメンバー
が駆けつけ盛大に開催されました。
この日の主役は、内廣さん（10／19・47回目？）、大山さん
（11／28・65回目）、田中さん（10／13・46回目）、金原さん
（11／３・40回目）の４名様でした。ボジョレーでの乾杯に始
まり、バースデイソング合唱、メガネに付け鼻、尖り帽子の主
役を囲み本当に和やかに祝福いたしました。特製のケーキも登
場し数字型ローソクを吹き消し、雰囲気も最高潮に !!
その後、主役の皆様に今までの人生を振り返っていただき、
お話いただく名物コーナー… 内廣さんの「只今恋愛中 !!」発
言、田中さんの「会社危機のご苦労話」、大山さんの「医者を
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石倉委員長はじめ企画に携れた皆様、有難うございました。

こればかりは妻に尋ねてみなければ判らないのですが、多
分休日の私のことを「ヌレオチバ」とは思って居ない筈。
仕事のことは全部忘れて…等と言いながらも、この休日で
掴んだ感覚が栄養素となって、仕事の方に還元されて居るの
かも知れません。
「人生を計るのは、生きてきた長さではなく深さである」
との名言に習い、人生をバラ色に染め上げる夢と深く掘り下
げる力さえ持って居れば、実年齢は大して関係ないと思うの

仕事を持ち込まないで
好奇心を持ち感性を培う
内廣

も、これを老いの空元気と言うのでしょうか。

健

なにはともあれ、ワイズメンズの皆さんの家族のような優
しさに包まれて、私は未だ成長しつづけている処なのです。

生活のリズムの中に休日をうまく取り込み、私なりの人生
の色が、より豊かに染まって行くのを楽しみながら歩んで来
たのですが、「人間の成長に必要なものは、優しい家族の愛

予定のない日に仕事をするとき
村田深砂子

に勝るものなし」とか。
相手を思いやる気持ちだけは忘れないようにしつつ、なん
とか自分自身の安息の場も居心地よいものにして来たつもり

毎日、当たり前のように働き続けて14年になりました。休
日というものは特にない毎日ですが、唯一休息といえば「今

です。

日は何も予定がないなぁ」と思いながら仕事をしているとき

結婚してから四十数年。
仕事関係だけは一切家庭に持ち込まないという主義を貫い

でしょうか。そんな一日が結構好きです。何もない日曜日に
会社で一人仕事をしているときなんか最高ですね（何もない

てきた私の休日は、家族と共に何もかも忘れて寛ぎながら過

ことに少し焦りを感じますが）。

ごして居るのですけれど、例えば買い物や音楽美術鑑賞や映
画などに付き合っている時も、貪欲な好奇心を持ってアンテ

ゴルフの練習、スポーツジム（お金だけ払い続けている）、
家の掃除などなど考えていると憂鬱になります。やっぱり仕

ナを張りめぐらし、雑多な情報や知識の中で感性を培い、現

事をしているときが、安心し休息できるそんな明るい（寂し

代感覚だけは見失わないよう努めている私です。

い？）人生にまっしぐらです。

リトセンオータムフェスタ開催！
ドライバー委員長

山田

英樹

『どういう風に YMCA の役に立っているのだろう？』
等などです。
もうすこし外向きにならないものなのかな？
う思います。

と最近特にそ

11月11日日曜日リトリートセンター（宇治市笠取）にてオー
タムフェスタが開催されました。
『雨男』山田会長の威力もそろそろかげりが見え始めたのか、

瀬本委員長のご尽力により来年一泊例会が開催されます。い
い機会ですのでそのあたりの疑問をぶつけてみたいと思います。

秋晴れ！ とまではいかない天候ではありましたがほんとうに

皆さんはどのように考えておられますでしょうか？
参加者

‥

たくさんの人が来場され例年に負けず劣らずの盛況さでした。
キャピタルクラブは例年通り飲み物担当です。Ｙサ委員長を

石倉、石村、大山、岡本、勝山、金原、香山、菅原、

始め多くの方の準備により出足から快調に売上を伸ばしていき

瀬本、大門、竹田、田中、森繁、八木、柳、山口、山田隆、山

ます。恒例となったコーヒーの販売も今年はメンバー候補の大
山謙一さんの参加により、プロによるドリップコーヒーへと一

田英、岡本メネット、香山メネット、柳メネット、山田隆メネッ
ト、山田英メネット、山口弘、山口コメット２名、山田隆コメッ

段と進化です。

ト１名、山田英コメット１名、内田雅彦、直子、一希、沙良、

カフェを営まれている謙一さんの一言『お店でもこんなに作っ
たことがない！』に一同大爆笑でした。

沙里、大山謙一
メン18名・メネッ

同じくメンバー候補、パン屋さんの内田雅彦さんもご家族と

ト６名・コメット４

い つ き

共に参加です。奥様の直子さん、中学２年生一希くん、双子の
さ ら
さ り
小学５年生沙良ちゃん、沙里ちゃん。実はパン屋さんの屋号の

名・ゲスト６名
合計34名

「ココキラリ」は家族全員の名前の最後の文字をとって命名
されたそうです。
ワイズの人達がたくさん集まりみんな本当に楽しそうです。
すごく素敵なこととは思うのですが、実は私の中では年々
疑問が増していきます。
『元来どういう主旨で始めたイベントなのだろう？』
『一般の参加者がなぜ少ないのかな…？』
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HAPPY BIRTHDAY
メンバー

八木

悠祐

12. 9

2007年11月３日（土）、毎

岡島 脩雄
メネット

年恒例の国際協力募金が市内
各地（10ヶ所）で開催されま

竹田 倫子
コメット

12. 16

した。キャピタルクラブは京

村田

12. 30

都駅のタワー前での活動とな
りました。最初は YMCA の
子供たちに並び、声を張り上
げ活動していましたが、１時
間ほどで子供たち が帰った
後、柳さん・金原さん・私の３人での活動となり、少し怪しい
集団のように感じられたのではないかと感じました。
私自身、生まれて初めての募金活動で、最初は少し戸惑って
いましたが、一度大きな声を出すと、何か清清しい気持ちにな
りました。募金を訴えるどころか、今まで一度も募金をしたこ
とがありませんでした。なかなか募金はしてもらえませんでし

子供ができたら、是非一緒に参加しようと考えております。

京都クラブ60周年祝会に参加

12. 28

大門

和彦・洋子

12. 13

ご夫妻

12月・１月予定抄
12月14日（金）
12月26日（水）
１月12日（土）
１月13日（日）
１月26日（土）
１月27日（日）

京都YMCA会員クリスマス
忘年会
新年合同例会
洛中クラブ20周年記念例会
ウィングクラブ20周年記念例会
CS チャリティーボウリング大会

第５回 役員会議事録
2007年11月27日（火）19 00〜21 00
ウェスティン都ホテル京都 比叡の間
‥

を見て、子供たちにとって本当に良い経験だなぁと感じました。
募金に対するイメージがガラッと変わった瞬間でした。自分に

重子

HAPPY ANNIVERSARY

‥

たが、ある、お母さんが子供たちにお金を渡して募金された姿

圭悟

山口

‥

＜報告事項＞
西日本区
バングラデシュ南部・サイクロン災害支援金について
→12月第一例会にてメンバー広報
京 都 部
半期報告を今年中に提出のこと
バスケットボールクラス新規展開候補地、情報提供のお願い
→書記よりメンバー広報済。情報あれば会長まで
京都部第二回 EMC 委員長会の件
さくらクラブ解散に伴うメンバー受入の件
→再編方法への疑問の声が大勢。報告の仕方は会長一任
京都部 CS チャリティーボウリング大会の件
'08年１月27日（日）しょうざんボウル 13 45受付
第４回インターナショナルチャリティラン第一回実行委員会
11月26日（月）19 30 YMCA 三条本館
洛中ワイズメンズクラブ20周年記念例会
'08年１月13日（日）京都全日空ホテル 17 30開会
三
役
各事業委員会の半期報告を12月10日までに提出のこと
‥

‥

前列左から山口弘子･村田･山田会長･岡本･竹田･菅原･岡本メネット
後列左から川上パレスクラブ会長・金原・勝山・石倉・香山・
山田英樹・大門・石村
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‥

聖句の解説
キリストの時代に、パレスチナの徴税人で
あることは大変なことでした。
彼は同胞のユダヤ人からお金を巻き上げて、利益を得るた
めにローマ人に協力してしまいました。同朋からは嫌われ、
ローマ人からは利用されて、さぞ孤独であったことでしょう。
そこにイエスが入って来られました。愛をもってレビを見
つめながら、ただ一言「わたしに従いなさい。
」と言われました。
レビはイエスの内に何を見て、すぐに従ったのでしょうか。
無条件の愛で完全に自分を受け入れてくれる人に初めて出会っ
たのではないでしょうか。イエスの厚意に価いするようなこ
とは何一つしていなかったのに。それでも呼ばれたのです。
私たちはだれも神の国にふさわしくありません。皆、ゆる
しが必要です。でも、救いは、悔い改めと信仰を通してすべ
ての人に訪れるのです。

＜各事業委員会報告＞
Ｙ
サ
オータムフェスタ 47,539円を寄付
地域・環境
「ふれあい広場」の結果報告を西日本区へ提出
ドライバー
12月例会『水』をテーマ、クリスマス
交
流
DBC 東京クラブのお土産の件
フ ァ ン ド
２月２・３日 ファンド旅行の企画
ブ リ テ ン
12月号記事依頼の報告
Ｅ
Ｍ
Ｃ
入会予定者２名の入会式の件（審議）
メ ネ ッ ト
クリスマス例会にて物品販
売予定
＜審議事項＞
内田雅彦さん・大山謙一さん入会の件 承認
オリエンテーションを行うことを前提に
して、クリスマス例会にて入会式を行う。
＜そ の 他＞
新年合同例会の件
１月12日（土）19 00 ウェスティン都
ホテル京都 葵殿
グローバルクラブと内容検討中。

