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『同じように、奉仕者たちも品位のある人でなければなりません』
（テモテへの手紙 1

第３章８節）

笑顔で接する大切さを学ぶ
メネット会長

昨年度、子供の小学校で地域委
員の委員長をさせて頂きました。
『長』と名のつくものは大変だなと思い知らされた
直後のメネット会長のお話だったので、すごく困
惑致しました。
引継例会の朝も不安で一杯でしたが、その例会
で沢山の方に『自分の出来る範囲で楽しみながら
やったらいいんだよ。頑張ってね』と笑顔で声を
かけて頂き、帰る時は皆様にご指導を頂きながら
頑張ろうと心が楽になりました。
それからあっと言う間に八ヶ月が過ぎ、皆様が
いつも笑顔で生き生きと活動されていて、素晴ら
しいクラブだなと思いました。

３月 EF･JWF

在籍者数 30名
第一例会 27名
ゲ ス ト
1名
第二例会 24名
ゲ ス ト
1名
出 席 率 96.7％

切
手 1,028ｇ
現
金 60,000円
累計切手 4,180ｇ
※累計現金 62,507円
Ｊ Ｗ Ｆ
0円
Ｅ
Ｆ 15,000円
ＪWＦ累計
0円
ＦＦ累計
0円

山

田

まゆみ

そういえば私は朝から晩まで子供達に『早く○
○しなさい』と眉間にしわをよせて何回言うでしょ
うか。笑顔で接するという大切な事を心がけてい
きたいと思いました。
それにしても、主人はキャピタルの皆様とご一
緒の時、なんて楽しそうなんでしょう。その笑顔
で夫婦の会話もしてほしいものです。
最後になりましたが、メネット会の皆様いつも
ご協力有難うございます。
春になりましたら、メネット懇親会を企画した
いと思っております。ぜひぜひ御参加下さい、お
待ちしております。

ワイズを通して得られる大きな賜物に対し、感謝を込めてその一部をワ
イズにお返ししよう。

第一例会 12,000円
第二例会 15,000円
累

計 134,000円

前田文夫ファンド事業主任（姫路グローバル）

そ の 他

累

計

※切手を600円／Kで換算分を加算

91,326円 献
血
成
分
累
計
767,737円 成分累計

0cc
0名
0cc
0名

第一例会
第二例会
累

2,474円
2,379円

計 255,644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）

2008年２月５日（火）

於 ウエスティン都ホテル京都
い立ちから順を追ったお話しをいただきました。アメリカ人の
父親を持つが故の、沖縄でのいじめにあった経験から、野球と

元 阪神タイガース投手

仲田幸司さんを迎えて
山口

の出会いなどを中心に前半戦は進みました。何をおいても仲田

雅也

氏をプロ野球人として進む道筋を作られた育てのお父様とのか
かわりのお話しが印象的でした。仲田氏が小学校時代にいじめ

定刻となり本日のゲストをお迎えす

にあっている現場を見つけたお父様が取った行動に対して、子

る場面でいきなり「六甲おろし」のテー
マソングが会場内に鳴り響き、本日の

供ながら仲田氏が「一生この人についていこう」と決心された
いきさつなど、おなじ子供を持つ親として、とても感動するも

ゲスト元阪神タイガースで野球解説者

のがありました。後半戦は野球界の裏話など、普段では聞くこ

の仲田幸司氏が入場されて例会は始ま
りました。新しいメンバー候補の安部

とのできない楽しいお話を次々としていただき、時間も足りな
いくらいの盛りだくさんの内容でした。

英彦さんも初めて例会にゲストとして

また、この例会では委員会報告のあと、香山次期会長から次

参加されました。
『逆境からプロ野球の世界へ』という講演では、仲田氏の生

期の三役、委員長並びに25周年委員長の発表がありました。新
しい役員がそれぞれ前に登壇し、華やかな例会となりました。

2008年２月19日（火）

於 ウエスティン都ホテル京都
すことの大切さをお教

TOF 例会

えいただきました。
環境局の北村課長か
らは、 車に乗る時のエ

環境問題への意識が高まる

コドライブのお話、 荒

八木

悠祐

川 様か ら KES 環 境 マ
ネジメントシステムの

２月第２例会、「TOF 例会」地域奉仕・環境アワーが開催さ
れました。本年度の TOF 例会は仁科地域奉仕・環境事業委員

お話をいただきました。

長のもと、コーヒー１杯での開催となりました。朝から何も食
べていなかったせいか、いつも以上に空腹感を感じましたが、

自分自身の行動に重ね合わせると、環境問題についていろい
ろな知識や情報は持っていますが、何らかの行動をしているか

貧困や飢餓の方々に対する奉仕の心を持つことができたように

というと、ほとんどしていないのが現状です。車での移動や冷

感じます。
本年度は、西日本区の岩間事業主任、京都部の上澤事業主査、

暖房などは当たり前になっていて、なかなかやめることなどで
きないと思います。

さらには京都市環境局より北村課長、若林係長、KES 環境機

しかし、エコドライブや冷暖房を弱めるなどの行動なら必ず

構の荒川様をゲストとして迎え、「環境問題への取り組み」に
関してのお話をいただきました。

できると思います。少しのことでも、日本中、世界中の人がや
ることによって、きっと大きなプラスになることだろうと感じ

岩間主任は、アンケート結果などをもとに環境意識を環境行
動に結びつける難しさをお話いただきました。岩間主任は「マ
イお箸」を持ち歩いておられるそうで、少しずつでも行動に移

ました。
環境行動への第一歩として大変有意義な例会になったと思い
ます。
は、トゥービーのメンバーによる合唱で締めくくられ、お開き

京都トゥービーワイズメンズクラブ
1 0 周年記念例会
瀬本

純夫

2008年２月10日の日曜日に京都全日空ホテルにて、京都トゥー
ビークラブの10周年記念例会が行われました。厳かな中にも、
華やかな雰囲気の中、プログラムが進行していきました。来賓
の挨拶や、YMCAへの目録の贈呈、チャーターからの歩みを
その年のヒット曲が流れる中、スライドにて簡潔にそして、分
かり易く紹介されていきました。
中村主事の食前感謝に続き懇親の場が持たれ、楽しいひと時
を過ごすことが出来ました。ステージでは、小学生のジャズド
ラマー大我率いるバンドの演奏が華やかに行われました。最後
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となりました。
参加者：岡本・岡島・香山・瀬本・竹田主査・柳
聖句の解説 この手紙には律法の正しい用い方、祈りに関
する教え、男女の努めについて示されていますが、「奉仕者」
に関する資格として、「二枚舌を使わない」、「大酒を飲まな
い」、「利益をむさぼらない」など、生活の中での戒めを具体
的に挙げている中で、第一に「品位」がある人でなければな
らないと言っています。
世の中、「気位」が高い人、「偉そうな」人はよく居ますが、
それらの人に「品位」をみることはできません。神のもとで
は私達は、本当にささやかで弱いものです。
力、強さがあるとすれば、それは天から授かった賜物であ
ると認識し、さらに、弱さや限界をわきまえた上で、はじめ
て真に「品位」があると言えるのではないでしょうか。

はんを食べ、うつらうつらとゆ〜っくりと予定をいれずに時
間を過ごすことです。一番下の娘がまだ小さい（小学校１年
生）ので一日中、朝起きてから夜お風呂に入って床に就くま
で一緒に過ごしています。
私に６日の労働と１日の安息日があることに感謝しており
ます。できることなら遊んでくれる孫があらわれるまで娘が
一緒に遊んでくれることを望みます。

りらっくす
石倉

月曜日から土曜日まで、朝から晩までず〜っと仕事をして
います…？ 時間を忘れて没頭するような趣味も持ち合わせ
ていません。
10年前に胃カイヨウを克服した後、私の胃も以前より丈夫
になったようで、あまり食べずとも十二分に栄養を吸収する
ようになり、医者でなくても一目見ただけで「メタボ」と診
断されるまでに成長しま
した。
ホッとできる時間は、
週に１度の休みです。上
の子どもが小さかったこ
ろは、よく出かけたもの
ですが、今は朝からテレ
ビを見て朝食をとり昼ご

森

私の休日

尚

内田

雅彦

日曜日の早朝、まだ眠い中、二人の愛娘を起こす。これが
我が家の休日の始まりです。二人を陸上の練習に送り出し、
そのあと朝食を取り、ほっと一息つくかつかないうちに次の
日の仕込みや会社の雑務をして、午後からは家族揃って買い
物へ。晩御飯は買い物が終わってから外で食べ、帰って寝る。
私の休日が終わります。
今回、大人の休日の原稿依頼がきたときに、これといった
趣味もなく、家族サービス（？）に休日を過ごしている私、
大人の休日とは…。何か趣味を持たなくては、休日をもっと
楽しまなくては、いろいろ考えさせられました。
でも、まだ子供と出かけられるこの時期。私にとって大人
の休日とは、家族とゆっくり過ごすことが今のところ一番で
す。いつまで一緒に買い物へ行ってくれるのでしょうね。

常夫

２月２日〜３日、丹後の間人へドライバー委員会主催で１泊
２日の旅行に18名が京都駅をバスで出発。一路間人に向かいま
した。到着が待てずバスの中で宴会が始まりました。到着まで
の状況は皆さんの想像に任せます。
雪を想像していましたが雪がほとんど無く、バスも予定より
早く宿舎「かねみつ」に到着。
従業員の出迎えで各部屋に案内され、宴会までの時間を各自
入浴、麻雀等でくつろぎ５時半宴会会場へ案内され、まずびっ
くり。大きなカニの山、さしみ、てんぷら、焼きガニ、カニす
き、サザエ飯、腹一パイ、もう食べられない程の料理に満足、
満足。
次の日は一路天橋立へ。途中買い物に立ち寄り笠松公園に到
着。向かい側の文殊へ散策。全員が天橋立を渡るのは初めての
経験でした。
予定より少し遅れて京都駅に到着、皆さんお疲れ様でした。

東京クラブ 会長

中村鐵五郎

恒例の標記合同例会を下記の通り開催いたしますので、
ご案内申し上げます。
多数のご参加を得て、楽しい集いとなりますことを心か
ら期待しております。

東京クラブ

DBC 委員長

持田

二郎

４月25日の懇親ゴルフ（京都６名＋東京６名読売クラブ）
に続いて、４月26日〜27日の１泊２日は名所旧跡や2010年
の国際大会会場を含め、それぞれに満足の出来る計画を立
てましたので、多数の参加を期待しています。

＜会

費＞

2008年４月26日（土）〜27日（日）
9 20 東京駅八重洲口鍛冶橋駐車場
‥

時＞
合＞

‥

＜日
＜集

〔合 流〕11

10新横浜駅

‥

１名あたり ２日間 ￥10,000 ※当日集金します。
含まれるもの 貸切観光バス代・食事（昼２回・
夕１回）・入場拝観料他
（※初日のみ 参加￥8,000
※２日目のみ参加￥5,000の会費を申し受けます。）

＜宿泊代＞

１名あたり朝食付（税込）
シングル￥9,500

ツイン￥8,500
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第１日目

４月26日（土）

４月27日（日）

［主なみどころ］

‥

【パシフィコ横浜】 2010年国際大会開催
【山下公園】 横浜港沿いに広がる公園。赤い靴はいていた女
の子像がある。
【氷川丸】 1929年建造の日本郵船所有の客船、主にシアトル
航路に就航していた。あのチャプリンが乗船したことでも有
名。2008. 4. 25リニューアルオープン予定
【港のみえる丘公園】 かつて横浜開港期に英仏の軍隊が駐屯。
【赤レンガ倉庫】 開業５周年の横浜新名所。
【三渓園】 生糸貿易により財を成した実業家 原 三溪により、
1906年公開。
【エスカル横浜】 日本船員厚生協会運営。玄関に初代麻里布
丸（現 新日本石油タンカー㈱）の錨。
【白楽天】 ワイズユースクラブ横浜−Y 3 清水えり子さんの
ご両親経営。
【鶴岡八幡宮】 鎌倉のシンボルの一つ。社殿は漆の朱と山の
緑と空の青が調和し美しい。
【鎌倉大仏】 長谷の高徳院の本尊である大仏は、鎌倉幕府第
三代執権・北条泰時の晩年になってから作られる。本尊の大
仏は阿弥陀如来。阿弥陀如来の高さは12.38m、総重量は121
トン。
【長谷寺】 浄土宗系統の単立寺院。本尊は十一面観音、開山
は徳道上人。坂東三十三箇所観音四番札所。

HAPPY BIRTHDAY
メンバー
香山 章治
岡本 尚男
メネット

3. 11
3. 31

勝山廣一郎

3. 23

森
絹代
香山 慶子
コネット

3. 3
3. 16

吉井

3. 13

竹田

3. 31

睦子

香月

HAPPY ANNIVERSARY
金原
山田
竹田
大山
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弘明・康 代
英樹・とも子
博和・倫 子
孜郎・悠 子

ご夫妻
ご夫妻
ご夫妻
ご夫妻

3. 5
3. 20
3. 25
3. 31

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） YMCA サービス一泊例会
３月21日（金） ２月・３月生まれ 誕生日会
３月23日（日） リトセン・チャリティーゴルフ大会
４月20日（日） YY フォーラム・夜桜フェスタ
４月26日・27日（土・日） DBC 東京クラブ訪問

第８回 役員会議事録
2008年２月26日（火）19 00〜21 00
ウェスティン都ホテル京都 竹の間
‥

第２日目

（朝食）08 : 30エスカル横浜出発 − − 09 : 30鶴岡八幡宮 − −
建長寺 − − 円覚寺 − − 12 : 00鎌倉大仏＆昼食（鎌倉観光会
館 TEL.0467−23−5700）− − 長谷寺 − − 新横浜駅 − −
17: 00東京駅

３月・４月予定抄

‥

09 : 30鍛冶橋駐車場出発 − − 10 : 40新横浜駅着 − 11 : 10新
横浜駅合流
［東海道新幹線上り新横浜駅到着時刻（のぞみ66号 10 : 47着・
のぞみ118号 11: 00着・ひかり404号 11: 05着）］
11 : 30新横浜駅出発 − − 12: 00昼食（スターホテル横浜 TE
L.045−651−3111）− 山下公園（氷川丸）− − みなとみらい2
1 − − パシフィコ横浜 − − 赤レンガ倉庫 − − 港の見え
る丘公園 − − 三渓園 − − 16: 30〜17: 30 合同例会（横浜 Y
MCA）− − 17 : 45エスカル横浜（チェックイン）− 徒歩 −
中華街18 : 30〜20 : 30夕食（白楽天 TEL.045−641−2844）− 自由
解散
【宿泊】 エスカル横浜 横浜市中区山下町84
TEL. 045−681−2141 FAX. 045−681−2032

＜報告事項＞
西日本区
西日本区大会実行委員会 第２報
→12月以降入会者へは案内未送付、フォロー要
奈良傳賞該当者推薦について
→キャピタルは該当者無し
地域奉仕・環境事業委員会アンケート調査結果
→TOF 例会時、岩間主任の講演にて広報された内容
ユースコンボケーション（デンマーク）参加者推薦について
→次回例会時に案内
京 都 部
インターナショナルチャリティランへの協力について
BF 献金について 1,800円→1,900円に変更 ３月末まで
に西日本区事務所に送金 → 既に徴収済
次期における次次期西日本区理事輩出について
→次回以降検討
国際大会支援金仮支出及び区費改定について
→積極的に賛成ではないが必要であれば仕方ない。本当に
必要かどうか再度精査いただきたい
ＹＭＣＡ
2007年度卒業リーダー祝会
３月９日（日）14時〜17時30分 三条マナホール
25周年実行委員会
２月27日に委員会を開催。スケジュール・役割分担を決定
＜各事業委員会報告＞
Ｙ
サ
ＹＹ フォーラムにて会場設営手伝い、リー
ダーたちの送迎を行う
地域・環境
CS 新事業うじ・はんどめいどショップにつ
いて
ドライバー
３月以降例会予定、CATT 例会について
交
流
DBC プログラム３月例会案内で出欠締切
フ ァ ン ド
写真ファンド、ファンド旅行、BF 報告
ブ リ テ ン
３月号記事依頼の報告
Ｅ Ｍ Ｃ
新入会員 ３月第２例会入会式
＜審議事項＞
安部さん入会の件
→オリエンテーションを行うことを前提に承認
記念例会祝金の件
→グローバル記念例会まで１万円を祝金
とすることを承認
＜その他＞
正子・ダルマパーラン特別メネットにメ
ネット会よりお見舞金
DBC のメネットお土産は交流委員会に
て費用負担
次期会長より ３月15・16日 次期会長
研修会に出席

