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「わたしたちは神のために力を合わせて働く者であり、あなたがたは神の畑、神の建物な

のです。」 （コリントの信徒への手紙１ 第３章10節）

５月 LT
組織の維持発展にはリーダートレーニングは不可欠です。クラブ・部・区・
それぞれの場でのトレーニングは無論、常に自己研鑚に励みましょう。

神谷 尚孝 理事（和歌山）

在籍者数 31名

第一例会 25名

特別メネット 1名

第二例会 29名

出 席 率 93.5％

切 手 0ｇ
現 金 0円
累計切手 5,208ｇ

※累計現金 64,680円
Ｊ Ｗ Ｆ 0円
Ｅ Ｆ 15,000円
ＪWＦ累計 0円
ＦＦ累計 15,000円

第一例会 12,000円
第二例会 8,000円
※２
累 計 192,000円

そ の 他 13,800円

累 計 778,312円

献 血 0cc
成 分 0名
累 計 0cc
成分累計 0名

第一例会 2,670円
第二例会 3,108円

累 計 271,177円

※切手を600円／K で換算分を加算

メンバーの顔の見える
紙面を目指して

広報ブリテン委員長 八木 悠祐

山田会長のもと、広報ブリテン委員長を仰せつ
かり、はや１年が過ぎようとしています。

私自身、いつもブリテンを何の気なしに読んで
いましたので、どのように紙面が作られて、ヘッ
ド記事をどの時期に誰に依頼するというようなこ
とも、一切知りませんでした…。

もちろん、広報ブリテン委員会が実質６月から
活動を開始しなければならないことも…。

皆様にご迷惑をお掛けし、本当に申し訳ござい
ませんでした。

ブリテンの紙面におきましては、なるべくメン
バーのお顔が見える内容にしたいと考え、「大人の

休日」というお題で、メンバーのプライベートで
の趣味やリラックスできること、休日の過ごし方
などを書き綴っていただくというものにいたしま
した。皆様、会社においては責任のあるお仕事を
されいる方々ばかりですので、皆さんでストレス
解消の方法を共有していただきたいというのも感
じておりました。メンバーの意外な一面も見てい
ただけたのではないかなと思います。

広報という面では、あまり活動できなかったと
いうのが実感です。他クラブでは、リーフレット
や報道機関へのアピールをしているクラブもある
ようです。キャピタルクラブにもホームページが
ありますので、もっと有効活用ができるのではと
思いながら１年間が過ぎようとしております。

残り２ヶ月、最後まで内容の濃いブリテン作り
とホームページの写真をたくさん UP して、楽し
いキャピタルクラブの雰囲気の伝わる広報活動を
していきたいと思います。
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2008年４月５日（土）
於 聖護院 御殿荘

新メンバーによるスピーチ
八木 悠祐

会長による開会点鐘・挨拶ののち第二例会が開催されました。

最初に次期の各委員会配属と25周年準備委員の配属発表があり

ました。次期25周年に向けての準備が着々と進んでいるという

緊張感が漂いました。

４月第二例会は新メンバーのメンバースピーチ

です。今期、入会された内田さん・大山（謙）さん・

安部さんは緊張の面持ちで演台に上がられ、スピー

チをされました。

スピーチはいずれも人柄のよく出た、大変良い

スピーチだったと思います。私が入会したときの

スピーチとは比べ物になりませんでした…。

内田さんの独立時のご苦労話、山田英樹さんと

の出会い、大山謙一さんの「カフェちいろば」のお話と YMC
A との出会い、安部さんのボランティア参加のお話、どのお

話も印象に残るものでした。

神﨑総主事より「これからの YMCA とワイズ」のお話をい

ただき、YMCA をやめてワイズメンズ活動をしたいという言

葉が印象的でした。私もなお一層ワイズメンズ活動を頑張って

行こうという気持ちになる例会でした。

会長の閉会の点鐘にて閉会となりました。

大山（謙）さん 安部さん内田さん 神﨑総主事

2008年４月15日（火）
於 ウエスティン都ホテル京都

足湯も楽しんだ花見例会
吉井 崇人

道に迷い修学旅行生についていくとなんと行き先が御殿荘。

少し、早く着いたので中庭で足湯しながら久しぶりにゆっくり

桜の木を眺めることが出来ました。

定刻となり、山田会長の温暖化により桜の開花が早くなって

いてひな祭りの時期に桜が開花してしまう。

考えさせられる話に続き、香山次期会長の乾杯の音頭で宴会

が始まりました。

大きな桜の木のある中庭を眺めながら、見るだけでも楽しめ

る食事を頂き、道に迷い歩き疲れた体にお酒がグングン染渡り

ました。

途中、ドライバー委員会企画のビンゴ大会も大いに盛り上が

り、大変楽しい花見例会になりました。

今から、来年の花見例会が楽しみです。

来期のドライバー委員の皆さん期待しております。

次期委員会配属
会 長 香山章治
副 会 長 田中雅博 山田英樹
書 記 竹田博和 八木悠祐 会 計 山口雅也
直 前 会 長 山田隆之 次期会長 瀬本純夫
京都部主査 山田隆之 連絡主事 神﨑清一
YMCA サービス 委員長 勝山廣一郎 委員 大山謙一 菅原樅一

石倉 尚 堀 一行 （担当三役）八木悠祐
地域奉仕・環境 委員長 柳 慎司 委員 内田雅彦 山田隆之

岡島脩雄 （担当三役）田中雅博

ドライバー 委員長 金原弘明 委員 森 繁樹 石村吉宏
（担当三役）山口雅也

交 流 委員長 幡南 進 委員 仁科保雄 森 常夫
（担当三役）竹田博和

フ ァ ン ド 委員長 吉井崇人 委員 瀬本純夫 橋本眞一
安部英彦 （担当三役）山田英樹

広報・ブリテン 委員長 村田深砂子 委員 岡本尚男 内廣 健
（担当三役）香山章治

Ｅ Ｍ Ｃ 委員長 大門和彦 委員 大山孜郎 ※メンバー
全員が委員会に所属 （担当三役）香山 章治

メ ネ ッ ト 委員長 香山慶子

会 長 香山 章治
委 員 長 石倉 尚

田中 雅博 石村 吉宏 仁科 保雄
瀬本 純夫 柳 慎司 大門 和彦
山田 隆之 竹田 博和 山田 英樹

総務･広報委員会 例会委員会 記念誌･記録委員会 財務委員会 渉外委員会 IBC･DBC 担当委員会

委員長 田中 雅博
岡本 尚男
香山 章治
神﨑 清一
堀 一行

委員長 柳 慎司
石村 吉宏 山田 英樹
安部 英彦 内田 雅彦
大山 謙一 大山 孜郎
岡島 脩雄 金原 弘明
菅原 樅一 村田深砂子

委員長 瀬本 純夫
内廣 健
勝山廣一郎
吉井 崇人

委員長 山口 雅也
森 繁樹

委員長 竹田 博和
八木 悠祐

委員長 幡南 進
大門 和彦
仁科 保雄
橋本 眞一
森 常夫
山田 隆之

2 5 周 年 実 行 委 員 会 配 属 表

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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釣り三昧

安部 英彦

私は海や川が大好きです。春は筏や防波堤でアオリイカの
ヤエン釣りに始まり、夏はサザエ採りと鮎の引っ掛け、秋～
年内いっぱいは防波堤でアオリイカのエギングで終わります。

自然相手のことなので、結果が伴わない事も結構あります
が、結果よりも行く事が大事で、自然に包まれてのんびり過
ごしていると、日頃のストレスや疲れが潮風に洗い流されスッ
キリします。それに加えて結果が良いとなると超ご機嫌で、
家に帰って今日の獲物を肴に飲むビールがウマイのなん
のって！

最近一番美味かったのは、針にたまたま引っ掛かって捕れ
たナマコです。気持ち悪い生き物ですが、食味はサイコー、
ついつい飲み過ぎて奥さんに叱られました。（反省）

おいしくビールが飲みたい

石村 吉宏

子ども達も成長して、相手にされなくなったと言った方が
良いのかもしれませんが、夫婦二人で出掛ける時間が多くなっ
てきました。特に土曜日は、昼食と夕食の買い物を兼ねて出
かけることが多くなりました。

昼食も午後１時を過ぎて行くと案外空いています。行き先
は滋賀県や新名神で近くなった三重県などで、安くて美味し
いランチがたくさんあります。

食事の後、行った先のスーパーや市場で夕食の買い物です
が、私はビールに合うものを探し、「何でこんな物買うの」
などと言われながら目新しい食べ物はないかとウロウロ。

帰宅すると、早速ビールを飲みながら買ってきた食材を調
理し食べ始める。

晩ご飯の頃にはお腹も膨れ、食べられなくなって家族にヒ

ンシュクをかうも、楽しい気分で酔っ払って一日が終わる。
あー幸せ。

家族サービス

幡南 進

休日を改めて振り返ると、やはり家庭のことばかりでしょ
うか。

仕事で家に帰る時間が遅く朝も早い為、家族と顔を合わせ
る時間がなかなか取れません。唯一、日曜日が一緒に過ごせ
る時でしょうか。

その中でも夕食の時が特に楽しみですね。みんなでワイワ
イと話しながらの食事が一週間の仕事の疲れを洗い流してく
れます。

今、三歳になる娘「玲奈」が私の元気の源です。何でも言
うことを聞いてくれるお父さんが大好きなようで一日中まと
わり付いてくれます。何歳までかな～？ という不安をよそ
に、心地良さを喜んでいます。

休日はどうもサービスをしているつもりが、逆にしてもらっ
ているな～と感じ、最近は家族に感謝してすごしています。

山に登る

森 常夫

「百名山に登りたい」。３連休があればここ２年間は山に行
く事が多い。今年は「天城山」「丹沢山」に登りました。つ
いで伊豆の踊り子の道も歩いてきました。

今年の夏は南アルプスを計画しております。地図を見なが
ら時間や山小屋探しをしている時は、年甲斐もなく楽しいも
のです。

昨年は５回の山行きで、一度も雨に降られず素晴らしい一
年でした。休みがあれば山に登りたい。朝早く登り始め夕方
頂上に到着。山小屋に泊まり尾根を登り降りして又山小屋に
泊まりの繰り返しで下山、充実感と満足感にひたる時が最高
です。

今年の７月に社員達と富士山に３度目の登山も計画してい
ます。休みがあれば登りたい。けれども67歳の私、あと何
年、何歳まで登れるのか分かりませんが挑戦したいと思いま
す。３連休が待ち遠しい毎日です。

４月20日 YYフォーラム＆
リトセン夜桜フェスタ

柳 慎司

瀬本Ｙサ事業委員長の一言「キャピタルクラブは午後１時集

合。我がクラブ竹田Ｙサ事業主査のメイン事業です」。

一人スーツ姿の竹田Ｙサ事業主査を筆頭に京都部三役と我が

メンバーにて設営準備に勤しみ、約60名が集い午後２時より、

京都部主催の YY フォーラムが、夜桜フェスタに先立ってリ

トリートセンターの研

修棟で開催されました。

竹田Ｙサ事業主査の

司会進行にて開催され、

「もっと知ろうリーダー・

ユース」 と題して開催

された今回のフォーラ

ムでは、京都 YMCA の野外活動リーダー（３名）・国際リー

ダー（２名）の皆さんから、どのような活動をされているのか

の報告があり、10月第２例会に講師として来ていただいた橋崎

頼子さんともうお一人からワイズ・ユースクラブ姫路－Ｙ３の

活動の一端が報告されました。

若者達の素晴らしい活動と情熱を感じましたが、彼ら若者達

が社会に出て、ユースの方々が年齢制限を越えた時に、我々ワ

イズが、果たして彼らの受け皿として相応しい、情熱を持った

活動をしている

のかと不安を感

じました。神谷

西日本区理事・

大野西日本区Ｙ

サユース事業主

任も駆けつけて

頂 き 、 京 都 部

に於ける「Y Y



今期は東京クラブのお世話になりました。新横浜に集合後

チャーターバスで名所旧跡を辿るプログラムでした。私の感想

と参加された皆さんからの一言コメントを添えて報告とさせて

いただきます。

昨年は桜尽くしの１泊２日の京都巡りで、初日は雨に降られ、

２日目は快晴に恵まれましたが、今年も天候だけは同じことで

した。

１日目は、山下公園にあるホテルで昼食の後、氷川丸、みな

とみらい、国際大会が予定されているパシフィコ横浜、赤レン

ガ倉庫、港の見える丘を回り、雨の為に三渓園の散策をやめて

横浜YMCAでの合同例会で両クラブの参加者の紹介と、お洒

落な飾りつきのメネットバッチを、クラブのメネットの皆さん

にと東京クラブの上原メネット会長から、お土産として頂戴し

ました。その後YMCAから垣間見える横浜球場での試合観戦

のあと、宿泊ホテルに行き、中華街の白楽天で懇親を深めまし

た。

クラブからは、今回の交流記念として、３月２日に東京クラ

ブ他３クラブが共同スポンサーとなり設立総会を開催し、６月

１日にチャーターナイトを予定している「ワイズ・ユース東京―

Y３」への支援金とメネット会から山田メネット会長が選ばれ

た京都のお土産を東京クラブの会員の皆様に差し上げました。

２日目は、鶴岡八幡宮の見事な牡丹園、建長寺、大仏、長谷

寺、相模湾の眺望を楽しみ、帰りには横浜のベイブリッジでの

スカイウォークを堪能して、東京駅で解散となりました。

それにしても、大変な歴史のある東京クラブの皆さんは、前

日の懇親ゴルフコンペから３日間に亘るプログラムを、34名の

方々がそれぞれのご予定をやり繰りして、私たちを精一杯気遣っ

てくださいました。

今回参加した皆さんは、多くの思い出と DBC の醍醐味を堪

能したと思います。これがワイズの心からの交流なのだと感じ

てくだされば、東京クラブの皆さんの心を汲んだこととなりま

しょう。

次は11月１日の25周年記念祝会にお越しくださるときに、交

流会を予定することとなりました。また、2010年、国際大会が

開催される時期に、東京クラブの松田俊彦さんが理事候補者に

なったことを聞きました。弟クラブとしてはそれなりの協力を

しなければならないと思います。

次年度はそのための準備期間となります。クラブ挙げて応援

をしましょう。

東京クラブの皆さん、ありがとうございました。

一言コメント

石倉 尚 夢のような４日間

ビール ビール 日本酒 焼酎 ゴルフ ビール マッコリ

ビール 八海山 ワイン 紹興酒 ジントニック 焼酎 ビー

ル 日本酒 ビール 焼酎 日本酒 ビール ウイスキー

チュウハイ（ゴルフのため24日京都出発から帰るまで。それにしてもよく

飲んだものです。身体に気をつけてください。岡本記）

内廣 健 何時も感ずることは、東西の交流を重ねる毎に視

野・視点の拡がりを覚え、人間の深みが得られている喜びに

感謝しています。

内廣 嘉子 東京クラブ様の暖かい御膳立てに乗っかって、ル

ンルン気分の楽しい２日間を過ごさせて頂きました。山下公

園での海を見ながらの散策や、最高に盛り上がった中華街で

の御食事会、牡丹の花を満喫した鶴岡八幡宮等……。全てが

一生の思い出になる事と思います。キャピタルクラブでは最

年長の主人なのですが、東京クラブには92歳のワイズメンも

居られるとの事。「まだまだ僕はワカゾウだな」と言う主人

に「では、私もコムスメね」と厚かましい冗談を言い合って
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フォーラム」をご視察頂いた事を有難く思いました。

YY フォーラムは４時に閉会となり、続く「夜桜フェスタ」

のドリンク販売はキャピタル別働隊で既に準備万端整っており

ました。続々と人が集まり、「宴」の始まりです。

満開に近い桜もライトアップされ、胡弓を聴きながら、お酒

片手にあちこちで満開のワイズ談義の花が咲きました。

当夜、リトセンの食堂にてエイブルクラブの IBC 交流会が

開催され、岡本交流委員長を筆頭に、山田会長・石倉・仁科・

仁科節子・柳・柳早智子さんたち７名が、楽しい宴の交流会に

参加させて頂きました。

次期役員研修会開催

八木 悠祐

４月13日、日曜日14

‥

00より京都商工会議所にて次期役員研

修会が開催されました。次期25周年に向けてのキックオフとあっ

て、いつもよりも少し緊張感のある雰囲気のなかで会が始まり

ました。香山次期会長の挨拶に始まり、神﨑総主事のご挨拶、

そして田中次期副会長よりワイズメンズクラブの組織について

と役員会・委員会のあり方をお話いただきました。私も次期で

役員は３回目になりますが、組織や役割のお話を改めて聞いて、

再確認することがたくさんありました。

国際会長・アジア会長・西日本区理事・京都部長の主題、各

事業主任・事業主査の主題報告と目標の報告につづき、香山

次期会長よりキャピタルクラブ会長主題が発表されました。

「Let's begin」 すべての共生に向かって という会長主題

は、香山次期会長の意気込みを感じるものでした。私も次期書

記の大役を仰せつかり、気合を入れなおして取組まなければと

いう気持ちになりました。

懇親会では、昼間とは違い皆さん打ち解けた雰囲気で大いに

次期について語り、大変盛り上がりました。盛況のうちに閉会

となりました。

交流委員長 岡 本 尚 男



いる内に、東京駅到着となりました。11月の再会を願いなが

ら名残り惜しくお別れしたのですが、今もまだ夢の中を漂っ

ている私です。感謝 感謝!!
岡本 都 兄弟姉妹に会うのを楽しみにしているかのように、

指折り数えていた交流会。２日間がアッという間に過ぎまし

た。明けて今日は次に

お会いできる日を心待

ちにしています。お世

話になりました皆様、

ありがとうございまし

た。

勝山廣一郎 懇親会に、

キャピタルクラブから

のお 礼 にと 、 “ 花 ”

“女一人”“私の太陽”

“I Can't Falling in

love”などをウクレレ

の伴奏で、全員で披露

しました。その後のコー

ヒータイムの席で、脱

水症状で救急車の世話

になる羽目になり、同

席の東京クラブの皆様・

細川ご夫妻、岡本夫妻

にはご心配をおかけし

お世話になりました。

心よりお礼を申し上げ

ます。

勝山 憲子 今回、東京

クラブの皆様のお陰で、

横浜・鎌倉と楽しい２

日間を過ごす事ができ、

また思いがけなく野球

観戦もでき有難うございました。主人のアクシデントで一部

の方に大変ご迷惑をおかけして、誠に申し訳なく思っており

ます。今後はこのような事のないよう注意いたします。

金原 弘明 この度の訪問は初めてでしたが、東京クラブの皆

様の心遣いを常に感じつづけた楽しい２日間で、感謝、感謝

のしっ放しでした。本当にありがとうございました。

香山 章治 東京クラブの方とのゴルフ交流戦を含め、今まで

以上に親交が深まりました。それ以上に、11月１日の交流会

には歓迎したいと思います。

大門 和彦 東京クラブの皆様の多大なる歓迎と、私にとって

は特別に思い出深い横浜では、昔を振り返る事ができて感謝

いたします。本当に有難うございました。

竹田 博和 爆笑、飲みすぎ、いつもの通り。感謝 !!

田中 雅博 東京クラブの皆様に、初めて３日間お付き合いい

ただきました。ゴルフ、観光……。全てに長くて楽しい３日

間でした。

幡南 進 今回は非常に長い間東京クラブの方々とご一緒し

ました。多くの方と話す機会が多く、大変楽しい時を過ごせ

ました。特に、夕食をご一緒した時、古くからの事を話すこ

とができました。仕事に対する生き様やワイズに対しての考

え方を、深く聞く事ができ、非常に興味深く関心が持てまし

た。同時にキャピタルクラブの方々とも少し深いお付き合い

のできる３日間で楽しかったです。

村田深砂子 大先輩 東京クラブ。年齢の合計では負けるけれ

ど体重の合計は勝っているみたい。円熟の東京クラブ。頭脳

の合計では負けるけれど力の合計では勝っているみたい。

山田 隆之 東京クラブ

の皆さんありがとうご

ざいました。会長とし

て交流会を無事に終え

て安堵しました。岡本

委員長ご苦労様でした。

山田 英樹 初めての東

京行き、本当に楽しかっ

たです。東京クラブの

方々の事が少しわかっ

たように感じました。

そのすごい東京クラブ

とDBCを結 んだ先 人

達はすごい！ の一言

です。

山口 弘子 東京クラブ

の皆様、今回はいろい

ろ有難うございました。

雨の赤レンガ倉庫、白

楽天の楽しい中華、２

日目の鎌倉大仏様の懐

かしさ（中学校の修学

旅行以来 ） etc. 楽し

い２日間でした。11月

に、またお会い出来る

事を楽しみにしていま

す。
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訃 報

大山孜郎さんのご母堂、大山謙一さんのご祖母

大山文子様が４月30日にご逝去されました。

心よりご冥福をお祈り申しあげます。

２日間に亘りお疲れ様でした。

ご満足のゆくおもてなしができなかったのではないかと

思っております。

思わぬ雨のため、折角の三渓園のお庭が見られなかった

ことや、中華街の散策ができなかったことは残念でした。

バスの旅が多くお疲れになったことでしょう。DBC のた

めにお出でいただいたことを感謝しております。

これからもよろしくお願いします。

京都キャピタルの皆様によろしくお伝え下さい。

４月28日
東京ワイズメンズクラブ 辻村 克己



５月５日（月・祝） みやびクラブ15周年記念例会

５月６日（火・祝） パープル会ゴルフコンペ

５月13日（土） CATT 合同例会

５月17日（土） 広島・西宮・近江八幡クラブ60周年記念合同

例会

５月18日（日） インターナショナルチャリティラン

５月22日（木） 第２回次期役員会

５月30日（金） 第５回誕生会

６月７日（土）～８日（日） 東日本区大会

６月14日（土）～15日（日） 西日本区大会

メンバー

山口 雅也 5. 10 山田 隆之 5. 13
大山 謙一 5. 27 大門 和彦 5. 31
メネット

勝山 憲子 5. 3 堀 明美 5. 10
コネット

金原 佑征 5. 6 大門 勇斗 5. 8

森 常夫・絹 代 ご夫妻 5. 8
菅原 樅一・由利子 ご夫妻 5. 15
瀬本 純夫・吉 美 ご夫妻 5. 17

＜報告事項＞

西日本区

第３回西日本区役員会報告

区費を15,000円に改定の件

国際大会支援金750万円の内250万円を今期会計より支出の件

残500万に関しては、次期より３年間、会員より年額1,000
円を国際大会支援金として徴収の件

上記３件 （代議員会での議案内容）

京 都 部

インターナショナルチャリティランへの協賛協力について

→更なる協賛協力を募る

＜各事業委員会報告＞

Ｙ サ チャリティラン 屋台出店、受付、景品管理・

抽選券販売、抽選会補助、ラン参加等多数の

参加が必要。早期に協力要請する

地 域 ・ 環 境 支援検討候補先、現在訪問困難の為、５月に

訪問検討中

ド ラ イ バ ー CATT 例会合同委員会開催 例会プログラ

ムはほぼ確定

交 流 DBC 東京Ｃ訪問 広報・復路手配・お土産

等準備終了

フ ァ ン ド パンファンド報告、名刺・キャピタルジャン

パーファンド等検討中

ブ リ テ ン ５月号記事依頼の報告

Ｅ Ｍ Ｃ 例会出席状況報告、誕生日会検討中

2 5 周 年 例会骨子を検討中。記念例会等、積極的に広

報活動を行う

＜審議事項＞

菅原ワイズお見舞金の件

→１万円を慶弔費より支出することを承

認

橋本ワイズご子息結婚祝いの件

→５月結婚予定。１万円をお祝い金とす

ることを承認

＜その他＞

次期会長より

第１回次期役員会及び役員研修会

４月13日（日）終了

第２回次期役員会 ５月22日（木）
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５月・６月予定抄

HAPPY BIRTHDAY

HAPPY ANNIVERSARY

第10回 役員会議事録
2008年４月22日（火）19

‥

00～21

‥

00
ウェスティン都ホテル京都 竹の間

日 時 ５月６日（火・振替休日）
AM 9

‥

38 スタート

場 所 協和ゴルフクラブ

費 用 プレー費お一人様 ￥12,500 昼食込み
会 費 ￥2,000 ダブルペリア方式にて順位を決めます !

※コンペは協和ゴルフワンドリンクにて結果発表
尚、希望者のみ「こっぽりさん」にて懇親会

パープル会幹事 香山 章治

聖句の解説 人が家を建てると言うことは、土台がよほど

しっかりしていなければなりません。ここでのべられている

事は教会を建てる話ですが、実際の建物の建て方や材料のこ

とではなく、私達自身の生きかたが問われています。イエス・

キリストに示された土台を無視しては、生活できません。ど

のように畑を耕し、しっかりした土台を据えているのかが問

われています。豊かな植物を育て、人々の憩いの場になり、

しっかりとした土台の上に家を建て、多くの方々に雨露をし

のぎ集っていただきたいものです。

昨年11月にソウルで委員会が持たれて以降、11区のうち

の５区を有する韓国内でこの問題について議論がされてお

り、１月に韓国の協議会（５区の連絡会）の主幹で行われ

た投票結果を受けて討議することにしていました。今回そ

の投票結果を得ましたが、３区が韓国だけのアジア地域か

らの独立、２区がアジア大陸とアジア島嶼諸国の２つに分

けるという結果で、韓国の単独独立が決まったとの協議会

の見解ですが、反対の２区は投票に問題ありと強硬な抗議

をしているようであり、真相を良く確かめることも含めて

今後委員会を開催し、次回のアジア地域議会に報告（出来

れば提案）をすることになりました。

2008年２月

国際議員（アジア地域会長）藤井 寛敏

（国際・アジアニュース No.４より）


