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在籍者数 30名
第一例会 27名
メネット 10名
特別メネット 1名
第二例会 24名
出 席 率 96.7％

切 手 0ｇ
現 金 0円
累計切手 3,152ｇ
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

第一例会 0円
第二例会 13,000円

累 計 107,000円

そ の 他 0円

累 計 676,411円

献 血 0cc
成 分 0名
累 計 0cc
成分累計 0名

第一例会 0円
第二例会 2,597円

累 計 250,791円
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２月 TOF・CS・FF
世界のワイズメンと共に「STOP HIV／AIDS」
美しい地球を未来の子供達に届けるために環境問題への自覚を持とう。
より大きな支援が出来るように、TOF・CS・FF への理解と協力を !

岩間みどり 地域奉仕事業主任（大阪ヴェクセル）

初めからのことを思い出すな。昔のことを思いめぐらすな。
見よ、新しいことを私は行う。今やそれは芽生えている。
あなたたちはそれを悟らないのか

（イザヤ書 第43章18節）

地域奉仕・環境事業後半期に向かって
西日本区よりの支援に感謝

地域奉仕・環境事業委員長 仁 科 保 雄

今期山田会長の「新たな展開を
求めて」の標語のもと、各委員会

が活動を開始しました。その中、地域奉仕に関し
て新しい事業展開を模索しつつ半期が過ぎ今、新
たな展開を求めてクラブ全体で考えるよい時期と
なってきました。

すでにメンバーより数点の事業協力を申し出て
いただいております。今期の前半期事業にメンバー
の地域奉仕に対する意識の高さに大変驚かされて
いますがやはり会長の牽引力の強さと人柄であろ
うと心より敬意を払うものであります。

わがクラブの地域奉仕二大事業、「ふれあい広場」
「べテスダ祭り」へのサポートに、今期はこれほど
多くのメンバー、メネット、コメットが参加され
たことはこの25年の間に記録がありません。やは

りメンバー個々の意識が地域奉仕という事業に年々
集中し熱意を持って関わっていただいている証明
だと思います。

後半期にはTOF・CS・FF 資金の献金が始まり
ます。そして２月には岩間みどり西日本区地域奉
仕事業主任と上澤正廣京都部主査をゲストスピー
カーとしてお迎えし、西日本区の地域奉仕事業の
展開と新たに設定された環境問題に取り組まれて
いる西日本区各クラブの現状をお話していただく
ことになっています。

すでに始まりました後半期の事業の取り組みに、
なお一層のメンバー各位のご協力をお願いするも
のであります。そして京都キャピタルクラブの事
業に、西日本区から絶大なご協力をいただきまし
たことに心より感謝を申し上げます。



― 2 ―

2008年１月12日（土）
於 ウエスティン都ホテル京都

2008年１月22日（火）
於 ウエスティン都ホテル京都

半 期 総 会 終 了
残りのゴールが近い

村田深砂子

山田会長率いる2007年度。新しい展開を求めて、順調？ に

半年が過ぎました。新メンバーも２名迎えることができ、嬉し

く思います。

半期総会では、内廣さんが議長

に選ばれ定足数の確認のあと、各

委員会の活動報告と収支報告が発

表されました。

皆さん仕事も忙しい中、色々な

活動をされ感謝いたしております。

あと半期、目標達成までどれだけ

あるかが確認でき、残りゴールを

目指して頑張れる目安になったと

思います。私も出来るだけ協力で

きるように頑張ります。

今日は、私の誕生日を祝って頂

けるとのこと。入会したばかりの

内田さんも誕生日を祝っていただいたと、喜んでいただき♪バー

スデーソングを歌い、挨拶をし、さぁバースデープレゼント!!
??? 会長が「忘れてきた！」と…当然会長はニコニコです。

総会が早く終わったので、いつもより長めのニコニコタイム

に！ 新年例会欠席の八木さん、森（常）さんから新年挨拶のニ

コニコがありました。会計の森さん。総会で収支報告に質疑が

なくてホッ！とニコニコ。例会を休んだことのない柳さん。初

めてバッチを忘れごめんなさいとニコニコ。バッチを忘れた人

はニコニコをせざるを得なくなり

ました。私は、新年会でイントロ

♪クイズで賞金をいただいたので

御礼のニコニコ。どこかから「誕

生日のニコニコ？」の声が聞こえ

たので、「プレゼントをもらって

ないから、いらないと思った」と

言ったら、当然会長はもう一度ニ

コニコ、と６人も休んでいたのに、

ニコニコだらけで、なんと13,000
円も集まりました。

ドライバー委員の皆さん、後半

に向けて中々良い滑り出しです

ね！

新年合同例会盛会裡に終る
京都グローバル＆京都キャピタルクラブ

石倉 尚

「あけましておめでとうございます。」ロビーで交わされる新

年のご挨拶。ウェスティン都ホテル京都の葵殿に於いて京都グ

ローバルクラブとの初めての合同例会が開催されました。グロー

バルクラブといえば西日本区で最多のメンバー数を誇るビッグ

クラブですが、キャピタルクラブも今期すでに３名の増員をし

たメネット会のお蔭で参加人数では、決して引けを取っていま

せん。総勢80名を越える新年例会です。それも京都でも格式の

高いウェスティンの葵殿に相応しい盛大な例会となりました。

グローバルクラブの大岩英人会長、キャピタルクラブの山田

隆之会長による息の合った？ 点鐘で宴の始まりです。大岩会

長のご挨拶のあと、山田会長よりサプライズです。

YMCA からの推薦で「平

成19年度京都府青少年健全

育成功労者」 として知事表

彰を受け られた

岡本尚男 さんへ

の大きな 花束の

贈呈です。 岡本

さんより「半分は、

都のものです。」と、手をとって降壇された仲睦ま

じい様子に皆が感銘を受けたのではなかったでしょ

うか。

乾杯の音頭は、両クラブの次期会長、紺谷昌丘

さんと香山章治さん。大きな声で「カンパ～イ！」。

おいしい料理に舌鼓を打ち、おいしいお酒をいた

だき、 正月気分の復活です。

おなかもいっぱい、気分はハ

イテンションで始まったのが

“クラブ対抗イントロクイズ”。

対抗となれば頑張らねばと思

うのでしょうか、 ルールも把

握せずに「ハイ！ハイ！ハイ！」

と立ち上がる人も…（すみま

せん）。イントロがなるまでの緊張感と静けさで会場がひとつ

となり大盛り上がりのアトラクションでした。結果は、MVP
を獲得された大門さんのお蔭で？ グローバルクラブの勝利と

なりました。

山田会長の閉会の挨拶で幕を閉じ、全員で記念写真に納まり

ました。今年の３月に15周年を迎えられるグローバルクラブと

11月に25周年を迎えるキャピタルクラブにとってお互いに勢い

をつけるのに相応しい今年最初の例会となりました。

PS．素晴らしい新年例会の企画、準備、進行をしていただ

きました両クラブのドライバー委員会の皆様ありがとうござい

ました。あっ…お年玉まで頂きまして…

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）PR年間強調目標
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バルーンセレモニー
左から 村田さん、内田さん、仁科さん、岡島さん

後列左から 菅原、田中、香山、山田（隆）、山田（英）
２列目左から 八木、石倉、大山（謙）、石村、安部、岡本
前列 誕生月の皆さん

聖句の解説 世界中では、市民の意思がどれだけ反映され
て戦争が行われ続けられたのであろうか。健康に恵まれ、権
力があり、資金力がある人にとっては、戦争は乗り越えられ
るハードルかもしれない。しかし、健康を害した人、所得が
低い労働者、その日暮らしを余儀なくされている人々にとっ
ては命をおとすかもしれない非常に高いハードルかもしれな
い、まさに人生の危機です。

神様は苦難や困難を前に 「昔のことを思いめぐらすな」
「新しいことを私は行う」と宣言しています。目の前にある
現実は、「また大変なことが起きた」ということの連続です。
でも厳しい現実を前にしても、新しい出発を素直に受け取る
こと、神様が新しい恵みのチャンスを与えてくださることを
知ります。それが幸せの第一歩です。

第３回お誕生日会
八木 悠祐

１月25日金曜日小雪舞う中、祇園の「瓢たん」で第３回お誕
生日会が開催されました。

今回は12月と１月生まれの皆様、12月９日岡島さん（67 th）、
１月24日村田さん（？th）、１月31日仁科さん（67 th）、１月31
内田さん（41 th）を、10名のメンバーで囲みワイワイガヤガヤ
とお祝いいたしました。

そして、山田英樹さんご紹介の安部英彦にゲスト参加してい
ただき、キャピタルクラブの楽しい雰囲気を存分に味わってい
ただけたと思います。

石倉 EMC 委員長の開会に始まり、岡本さんによる乾杯の発
声と同時にバ
ルーンセレモ
ニーで宴は一
気に最高潮に
達しました。
鍋をつつきな
がらの歓談の
後 、 恒 例 の

「 オ ラ の 生 き
様コーナー」!!

岡島さんの
新聞配達時代
の苦労話、 村
田さんの獣医
師好きの過去、

仁科さんのボランティアへの目覚め、内田さんの中学時代の挫
折、などなどここでしか聴けない話をたくさんお話いただきま
した。

本当に、全く異なるいろいろな経験をなさった皆さんが、キャ
ピタルクラブのもとで、こうしてお誕生日をお祝いすることに、
いつも感動してしまいます。本当に仲間のすばらしさを感じる

ひと時でありました。
ゲストの阿部さんも最初は少し緊張気味でしたが、終盤はすっ

かり打ち解け「多分入ります」という宣言まで飛び出しました。
山田会長より、色紙贈呈、お開きの言葉をいただき盛況のうち
に閉会となりました。

休日って何？

大門 和彦

日頃からお客様中心の仕事の関係で、自ら休日をとるとい

う感覚が身に付いていない。たとえ仕事が無い場合でも、自
分の意志とは別に少年野球の指導に借り出される。たとえ雨

が降り少年野球が中止になったとしても、嫁から家の用事を

頼まれ、こき使われる。たとえ家の用事が無かったとしても…。
このように自ら趣味を楽しむことなど“夢のまた夢”。と

は言っても、「趣味は？」と聞かれて「う～ん」と考えてし

まうほど趣味と言えるものが無いのも現実である。よくよく
考えてみれば、普段は自分で予定を組み、時間を配分しなが

ら仕事をしている。土曜や日曜日は既に予定が入っており、

その一つ一つの行事を消化していく。実はそんな時間こそが、
今の私にとっての休日なのかも知れない。

将来的には月～木が「仕事」、金～日が「休日」が私の理

想であり、メリハリをつけた生活を送ることが夢である。そ
んな生活や休日の過し方を、夢で終わらせないために今から

の準備も必要だ。「う～～ん」。そう考えると、また時間が…

私の休日はいつ…今回のテーマ「大人の休日」は奥が深く考
えさせられた…。

投網での鮎獲り

菅原 樅一

私にとって、休日の楽しみと言えば、朝目覚めた時に「おっ、
今日は出勤しなくても良かったんだ」と気づいた時の、ほっ

としたうれしさです。でも、ちょっと寂しい楽しみ方ですね。

やはり、休日は趣味や好きなことを思いきりして、楽しく
過ごすのが一番だと思うのですが、今のところそれほど熱中

しているものはありません。

しかし、そんな私にも一つだけ、体がどうにも動けなくな
るまでは続けたい遊びがあります。投網で鮎を獲ることです。

若狭の名田庄村で小さいころに覚えた、その楽しさが未だ

に忘れられません。清流に投網をバサッとかぶせた瞬間、銀
色に輝いて体をくねらせた鮎をがっちりとつかんだ時の気持

ちは最高です。

私の夢は、最近では望むことも難しくなった、真の清流の
鮎を求めて全国の川を投網でさかのぼることです。きれいな

川と鮎についての情報があれば教えて下さい。



２月２日（日） EMC シンポジウム
２月２･３日（土・日） ファンド旅行 間人温泉
２月10日（日） トゥービークラブ10周年記念例会
２月17日（日） HIV／AIDS ワークショップ
２月22日（金） YMCA 創立119周年会員集会
２月23・24日（土・日） 車いす駅伝
３月１日（土） グローバルクラブ15周年記念例会
３月９日（日） YMCA 卒業リーダー祝会
３月８・９日（土・日） Yサ一泊第２例会
３月23日（日） リトセン・チャリティーゴルフ大会

メンバー
柳 慎司 2. 7 吉井 崇人 2. 11
竹田 博和 2. 14 森 繁樹 2. 20
石倉 尚 2. 24
メネット

仁科 節子 2. 2 内田 直子 2. 6
神 陽子 2. 19 瀬本 吉美 2. 28
コネット

山田麟太郎 2. 2 菅原 啓人 2. 12
金原 拓未 2. 21 柳 真之 2. 25
村田 亜紀 2. 27 山口 愛乃 2. 27

勝山廣一郎・憲 子 ご夫妻 2. 4
山田 隆之・まゆみ ご夫妻 2. 18
村田深砂子 2. 20
岡島 脩雄・智 子 ご夫妻 2. 22
内田 雅彦・直 子 ご夫妻 2. 23

＜報告事項＞
西日本区

第10回東日本区大会 ６月７・８日（土・日）
江東区文化センター他 登録費18,000円
西日本区大会 ６月14・15日（土・日）
→個々に登録し、金原書記に連絡すること
草津ワイズメンズクラブ20周年記念例会
２月24日（日） 11時～15時 登録費10,000円

京 都 部
BF 代表夫婦ホームステイのお願い
６月11日～18日の間で２～３日間
BF 献金の確認 一人当たり1,900円 ３月末までに
西日本区事務所に送金
第18回車いす駅伝のボランティア募集
１月25日までに連絡
リトセン・チャリティーゴルフ大会 ３月23日（日）
比良ゴルフクラブ 会費 6,000円 プレー費 14,750円
EMC シンポジウム ２月２日（日）京都 YMCA
→ 岡本・岡島・大山（謙）さん出席予定
第三回評議会 ２月17日（日）10時 三条マナホール
京都部 HIV／AIDS ワークショップ
２月17日（日）13

‥

30～ 三条マナホール
ＹＭＣＡ

YMCA オリエンテーション講座
１月25日（金） 三条本館205号室
京都 YMCA 創立119周年記念会員集会
２月22日（金）19時～21時 三条マナホール

三 役
会計業務分担変更 集金を森繁樹会計 その他を田中会計が担当

25周年実行委員会
次回委員会 ２月開催に向け日程調整中

＜各事業委員会報告＞
Ｙ サ チャリティーラン協賛広告の呼掛けを行う
地 域 ・ 環 境 TOF 例会、CS 新事業 SO について
ド ラ イ バ ー 新年合同例会の収支報告、２月例会予定
交 流 東京ユース会の説明、DBC

プログラムの概要、メネッ
トお土産に関して

フ ァ ン ド ファンド旅行
２月２日 11

‥

30集合
BF 切手募集締切 ２月第
二例会

ブ リ テ ン ２月号記事依頼の報告
Ｅ Ｍ Ｃ 誕生日会に新入会員ゲスト

１名参加
岡本さんからも１名紹介予
定
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初めて参加した

大山 謙一

雪が降って寒かっ
た2008年１月27日、
京都部CSチャリティー
ボ ウ リ ング 大 会 が

「しょうざん」にて
開催されました。

開会式、競技説明
などに続いて数分間
の練習があり、それ

ぞれに気合い十分で臨んだ後、始球式のアナウンスで練習終了。
いよいよゲーム開始です。

さぁどうなる事やらと内心緊張した、10年ぶりのボウリング
は、「うまいんか下手なんかわからへん」と言われるくらいで、
２ゲームの合計が山田英樹さんのお子さまに惜敗（?）という
結果でした。

みんなで大盛り上がりの２ゲームが終了後、表彰式。我がキャ
ピタルチームのコールを心待ちにしてると…10位という微妙な
結果でしたが、我らが山田会長は70位で表彰。140位で竹田さ
ん。おめでとうございました。

東京クラブとの交流会のご案内
日 時 ４月26日（土）～ 27日（日）
場 所 横浜集合・解散

（プログラムの詳細は決定次第お知らせします）
登録費 １万円
宿泊費 １万円以内（交渉中）
交通費 23,500円（15名以上の場合）

親善ゴルフ大会 25日～26日 東京よみうりカントリークラブ

多数のご参加をお願いします。

デンマーク国際大会へのご案内
2008年７月31日～８月３日開催の2008ヘアニング国際大

会のウエブサイトをご案内いたします。

http:／／www.ic2008ysmen.dk／front GB.htm

「CONFERENCE」という見出しにカーソルを当てると、
項目が表示されますが、上から２つ目の、
「INFORMATION FOLDER／PROGRAM（PDF）」 と
いうのがメインのパンフレットです。

また、ネットで登録もできるようになっており、これは
「ENROLMENT」にカーソルを当てると、国際大会、ユー
スコンボケーションそれぞれの申し込みに進むことができ
ます。なお、国際大会の登録費は、2007年９月26日現在の
日本円換算で53,634円（本年５月１日以降は59,074円）と
なっています。

この大会において2010年横浜国際大会のアピールを行い
ますので、日本から多数のご参加をお願いいたします。

２月・３月予定抄

HAPPY BIRTHDAY

HAPPY ANNIVERSARY

第７回 役員会議事録
2008年１月29日（火）19

‥

00～21

‥

00
ウェスティン都ホテル京都 竹の間


