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強い義務感を持とう　義務はすべての権利に伴う
 " TO  ACKNOWLEDGE  THE  DUTY  THAT  ACCOMPANIES  EVERY  RIGHT "

〔CLUB OFFICE〕京都ＹＭＣＡ　〒604-8083　京都市中京区三条柳馬場角　☎（075）231-4388

CHARTERED  28  Sep. 1983

今月の聖句

国 際 主 題：IP　Philip Mathai（インド）　　“Be the light of the world”「世を照らす光となろう」
アジア主題：AP　Oliver Wu（台　湾）　　　“Years bring wisdom”「歳月はY’sをワイズ（賢者）にする」 

西日本区主題：RD　成瀬晃三（名古屋）　　　　“Let Y’smen Light Shine before Others in the club, in the community, in the world”「先頭に立ってワイズの光を輝かそう　クラブで、地域で、国際社会で」

京都部主題：DG　船木順司（京都トップス）　「出会い」「ふれあい」「磨きあい」
メネット主題：RSD　野村靖子（名古屋東海）　「愛と奉仕の継続を」 ～メネットのやさしさを奉仕のすみずみまで～

クラブ主題

会　長／山 口 雅 也
副会長／香 山 章 治
　　　　内 田 雅 彦
書　記／瀬 本 純 夫
　　　　西 川 欽 一
会　計／西 村 融 正

熱く交わそう！　ワイズの友情
―キャピタル30周年に向かって―

クラブ活動をブリテン・ホームページ・地域新聞などの様々な媒体を利用し、内外に幅広く活発な広報活動を
行いましょう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉村秀喜広報事業主任（長浜クラブ）

7
在籍者数　　40名
第一例会　　37名
第二例会　　36名
メーキャップ　　3名
出席率　　97.5%

切　　手　　　　0g
現金累計　　　　0円
切手累計　　　　0g
ＢＦ献金　　　　0円
Ｊ Ｗ Ｆ　　　　0円
Ｅ　　Ｆ　　　　0ドル

第一例会　17,030円
第二例会　　8,000円
累　　計　25,030円

東日本大震災復興募金
第一例会　　3,394円
第二例会　　3,077円
累　　計　　6,471円

ス イ カ　15,900円
コーヒー　　6,820円
ネクタイ　　2,100円
パ　　ン　　6,000円
累　　計　30,820円

献　　血　　　0cc
成　　分　　　0名
累　　計　　　0cc
成分累計　　　0名

第一例会　　4,576円
第二例会　　3,625円
今期累計　　8,201円
累　　計　541,931円

将来のYMCAとワイズを担うユースを育てるための活動と支援をしましょう。
下村明子Ｙサ・ユース事業主任（名古屋グランパスクラブ）８月
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『うわべだけで裁くのをやめ、正しい裁きをしなさい。』　　ヨハネによる福音書　第７章 24 節

　今期メネット会長に就任し、１ヶ月経
ちました。コメットだった主人と結婚し
た時には既に「ワイズ」という言葉は存
在し、当たり前のように入会し、生活の
中に入ってきました。しかし、私自身は
幼かった子供たちについてクリスマス例
会に行くくらいで、一軒の家からメネッ
トが２人も参加しなくてもいいだろうと

さまざまな行事にも参加してきませんでした。
　家でキャピタルクラブやワイズメンズクラブの話になっても
素通りしてきたので、本当に何もわかっていないのが現状です。
７月７日に行われた「京都部メネット会長・連絡員会」で、「ワ
イズメンズクラブやメネット会について、どんなことでもいい
ので、わからないことがあれば聞いてください」と指名されま
したが、「わからないことがわからない」というようなことを

答えてしまい、すごく恥ずかしかったです。
　２年前「次々期会長することになった」と聞いた時は、入会
の時と同様に当たり前のことなんだろうなと聞いていました
が、「会長イコール奥さんがメネット会長」と言われて、でき
ることならばお断りしたいと思いました。生まれてこの方、「長」
とつくものをしたことがない私にそんな大役務まるわけがない
と悩みました。
　こんな私にメネット会長が１年間も務まるのか不安ですが、
我が家の特別メネットを始め、皆様方にいろいろ教えていただ
きながら「ワイズ学」「メネット学」等々勉強して、自分自身
が成長していけたらと思っています。
　ワイズの初期の頃はメンは外に出る機会の少ないメネットと
例会や行事に一緒に参加するのが普通だったそうです。今の時
代、メネットさんもいろいろお忙しいと思いますが、たまには
学校のママ友（=お母さん友達）のような感覚で気軽に行事に
参加していただいて、メネット同士の友情を熱く交わせたらい
いなと思います。
　こんな頼りないメネット会長ですが、１年間ご指導の程お願
いしますと共に、メネット会行事へのご参加、ご協力をどうぞ
よろしくお願いいたします。

Youth
Activities

聖句の解説　人を正しく評価することはとても難しいことです。イエス・キリストがせっかく良いことをしても、誰もそれ
を評価できなかったのです。むしろ、安息日に良いことを行ったことが非難されています。現代でも同じことが行われてい
るのを見ると、人間も進歩しないものだと思わされます。
　これはひと事ではありません。私たち自身がイエスを批判する人の立場に立つかもしれないからです。そういう私たちに
出来ることは、「正しい裁きをする」ということよりも、マタイ７：１……にあるように、「いっさい人を裁かない」ことです。「裁
く」とは、「ひとの善し悪しを評価する」ことです。ところが、私たちはその評価する能力が欠けています。私たちが駄目だ
と思う人間が天才かもしれないのです。無意味と思うものの中に、価値が潜んでいるかも知れないのです。それを悟るならば、
私たちの発言の仕方も変わってくるのではないでしょうか。
　イエス・キリストは、サマリヤの女を良しとし、貧しい人びとを良しとし、無学の弟子たちを良しとしました。そのよう
なイエスを良しと出来る信仰を持ちたいものです。

メネットとしての再スタート？
メネット会長　　山　口　重　子
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山 口 丸 船 出
大　山　孜　郎

　７月３日、山口会長のキックオフ例会が開
催された。私は年度最初の例会の緊張感が好
きである。司会は森ドライバー委員長である。
　山口会長の挨拶は堂々としていた。さすが山

口家３人目の会長である。今期京都部YMCAサービス主査に任
じられた山田英樹さんに委嘱状が渡さ
れ、各委員長より委員会報告がなされ
た。夫々が初々しく張り切っている雰
囲気である。
　食事の最中から総会が開始された。
会員数 40 名の内 37 名の出席で総会は
成立し、議長には最年長の内廣さんが
選出された。先ず、前年度の事業委員
会報告と会計報告がなされた。前年度
八木前会長の下、実に多くの事業がな
されたものである。
　次に今年度の事業委員会の事業計画案の発表である。この計

画案に関して会場から全
く質問や意見が出なかっ
たのは少し寂しい感じも
あったが、無事全員一致
で承認された。年間スケ
ジュール案と会計予算案
も承認され、いよいよ山
口丸の出航である。
　今年度も楽しいキャピ
タルクラブであることを
祈る。

京都部部長公式訪問
田　中　升　啓

　７月第１例会・キックオフ例会
にて山口雅也会長のもと、意気
揚々と今期もスタートしたあとの
７月第２例会は例年通り、京都部
部長の公式訪問となりました。
　今回は船木京都部部長、為国
EMC事業主査、渡部メネット事
業主査の３名にお越しいただきま
した。毎回このように新しい期が
始まって早々に部長をはじめ主査
の方々に来ていただいて、今期の目標や取り組みについてお話
を聞けるのは本当にありがたいと思っております。気分的に

も新しい期が始まったんだと実感できますし、
部の考えも明確に示していただけます。
　また今期は山田英樹さんが YMCAサービ
ス・ユース主査をされるということもあり、
キャピタルクラブとしても京都部の活動がよ
り近く感じられるのではないかと思います。
　今回のお話を聞いてメンバーみんなの山田
英 樹 YMCA
サービス・ユー
ス主査を盛り
上げていく機

運がよりいっそう高まったの
ではないかと感じました。
　全員で山田英樹YMCAサー
ビス・ユース主査を盛り上げ
ましょう ! ! !

サ バ エ ワ ー ク
八　木　悠　祐

　７月１日日曜日、あいにく
の雨模様の中、サバエワーク
に参加いたしました。私自身、
サバエのキャンプ場に行くの
も初めてで、サバエの公民館
の裏から、田んぼの畦道を通
り抜けると、映画「二十四の瞳」
の舞台になりそうな、サバエ
キャンプ場がひっそりと佇ん

でいました。夏の準備ワークの初日ということもあり、草がうっ
そうと生い茂っていました。ワイズメンとリーダーとが班に分
かれて共同作業で黙々と草刈ワークに励みました。ワーク中リー
ダー達と雑談をしながら感じることは、リーダーが純粋に楽し
く、ひたむきにボランティア活動をしているということです。
ボランティアをしながら、私たち大人たちや遊びにくる子供た
ちと関わり合いを持ち、仲間と一緒に一つのことを成し遂げて
いくというプロセスがリーダーたちを成長させてさせているよ
うに思いました。自分が学生の時は、同世代の気の合う者だけ
で群がり時間を過ごしていたと
思い返されます。少しの後悔を
感じながら、リーダーを頼もし
く感じた一日となりました。
　参加者　金原、幡南、八木、柳、
山口（雅）、山田（隆）、山田（英）
８日の参加者　五十嵐、石倉・
メネット・コメット、菅原、
西村、山口（雅）、山田（英）

第２回メネット会（前期）開催
八　木　未　穂

　５月 26 日、木屋町松原の「ビストロスポンタネ」で、第２
回メネット会を行いました。
　私から、今期一年のご協力に対して感謝の意を伝え、次期メ
ネット会長の山口重子さんより挨拶を頂き、メネット会は始ま
りました。ゆっくり話が出来る機会ということもあり、あちら
こちらで笑い声が聞こえました。また、みなさんの近況なども
お話頂き、終始和やかにすすみました。今期一年間のメネット
活動へのご協力有難うございました。
　参加メネット　石倉・コメット、内廣、岡本、香山、菅原、竹田、

柳、山口（重）、山田（と）、山田（ま）、八木
　特別メネット　山口、正子・ダルマパーラン

盛岡YMCA宮古ボランティアセンター
ボランティアハウス開所式開催

　７月８日（日）14 時から同所で
開所式が開催された。この施設は
東・西日本区がそれぞれ 220 万円
を拠出して開設されたもので、東
日本大震災支援のボランティアの
拠点として活用されることが期待
される。
　因みに、今年の３月末日時点

での京都部の募金総額は 9,611,625 円、キャピタルクラブは
542,497 円である。息の長い支援は年単位で続けられることが
期待される所以である。   　　　（岡本尚男）

7月第一例会 2012年7月3日（火）　19:00～21:00
ウェスティン都ホテル京都 7月第二例会 2012年7月17日（火）　19:00～21:00

ウェスティン都ホテル京都

今期から始まったユース招待
青野正英さん・水野友賀さん

８日の参加者

左から渡部・為国・船木さん

八木直前会長に
YMCAから感謝状

今月誕生日の亀井・山口（恵）・神﨑さん（左から）
山口会長（２人目）から記念品贈呈

JWF 管理委員・奈良傳
賞資格審査委員委嘱状
が伝達された仁科さん
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「ふれあい広場」下見
倉　見　直　樹

　９月 30 日（日）に行われる「ふれあい広場」。今年は「近江
八幡水郷めぐり」です。
　京都YMCAこおろぎの岡本・鈴木・小林・池上さん、田中
雅博さんとテープ雑誌を聞いておられる視覚障害者の大須賀さ
んと私の７人で７月８日（日）に現地へ下見に行きました。
　“日本一遅い乗り物“に乗って過ごす 80 分。水の音、風の感
触、地上では感じられない世界がそこにあります。視覚障害者
の方々は年に１度のこの機会を心待ちにしておられます。
　ご参加される方々が心底楽しんで頂き、また、サポート頂く
キャピタルのメンバーの皆さんにも思い出に残る時間にしてい
きたい、と考えております。

先生、ありがとう！
　安　部　英　彦
　子供の頃から、大きくなったら何になると聞かれるたら「散
髪屋さん！」と答えていた事を、なんとなくですが覚えていま
す。しかし、中学生になると自転車に乗るのが好きだったので
競輪学校に行き競輪選手になろうと思ってました。が、ただ単
に自転車に乗ることが好きというだけの甘い気持ちだったの
で、中学の担任の先生からコテンパンに言われ、あえなく撃沈。
普通に高校に進学する事に。
　次は深夜放送で見たトラック野郎に憧れ、トラックの運転手
になろうと思い、日通のペリカン便でアルバイトを始めました。
　進路を決める時に親にトラックに乗りたいと言うと、好き
な事をやれとの事だったので、担任の先生にそう言うと、「お
まえはアホか！　そんなん親は継いで欲しいに決まってるや
ろ！」というような事をしこたま言われ色々考えた結果、理容
師になることを決めました。
　あの時違う路を選んでいたら僕の人生も大分変わっていたよ
うな気がします。
　先生方有り難う！

天　と　地　の　絆
　内　廣　　　健
　人生のターニングポイントとなる出来事をと言われますと、
息子を小児癌で亡くしましてから今年が 33回忌。
　老化現象で過去の全てが薄らいで来ている中、息子がこの世
に存在していた８年７ヶ月の記憶だけは風化することなく鮮明
さを増してくるようで、闘病生活を送っていた 10ヶ月間は特
に痛々しさを伴う忘れられない期間だったのですけれど、幼い
ながらも死期を悟ってしまったのか「お父さんお仕事ガンバッ
テネ。僕が守ってあげるから」と言ったり、色がみを袋状に折っ
てお守りを作って渡して呉れたりした事が思い出されてなりま
せん。
　「死児の歳を数える」という諺が、空しいことの例えである
のは承知の上で数えてみますと、生きていれば今年 40歳の男
盛り。
　大人に成った顔を一目見たかったという思いは拭えないので
すが、息子は８歳のまま今では我が家の守り神として存在し『僕
が守ってあげるからネ』と言って呉れた言葉と共に、あの世と
この世、天と地を結びつける「絆」となって居るような気がし
ます。
　息子を亡くしたことに依り、家族が如何に大切なものかを知
りましたし、息子に見守られているという安心感の中で人生を
謳歌している私達、これぞ正しく「極楽トンボ」かもしれない
のですが……。

音楽・YMCA・ワイズ
　勝　山　廣一郎
　私が小学低学年の頃、母が骨董屋さんより古いヴァイオリン
（子供用）を買って来てくれました。その理由は、大正生まれ
の両親は音楽好きで、私に音楽の趣味を持たすように仕向けた
と思います。
　京都市中京区の教会（先生は牧師の奥様）へ習いに行くよう
になり、練習曲は「キラキラ星」と記憶をしています。
　その後、高校生時代に同級生数人で軽音楽部を作り、ウクレ
レを担当し楽しくバンド活動を行っていました。
　数年後、叔父より元プロのミュージシャンを紹介していただ
き、スタンダードジャズ、ハワイアン、ラテンなど海外の音楽
に触れるきっかけとなりました。レパートリーはすべて英語
のタイトルで学生時代の英語力ではおよばないと思い、京都
YMCA（当時木造建築）の英会話教室に通うことにいたしま
した。
　３年程経った頃、日頃の運動不足、体の健康維持を意識する
ように感じていました。丁度良いタイミングで友人より誘いが
あり、今出川YMCA壮年体育教室へ行く事となりました。
　同じ教室の中に、故宮本隼史氏（パレスワイズメンンズクラブ）、
と岡本尚男氏（当時パレスクラブ）との出会いがあり、今日のワ
イズメンズクラブとのつながりとなりました。1976 年両氏の
スポンサーによりパレスクラブに入会させて頂きました。
　入会後、小堀憲助中央大学教授より「奉仕クラブの基本原理」
……奉仕の心について、徹底的（７、８回）にご講演をいただ
き、親睦と自己研鑽、良質の社会人、を目指して、ワイズ活動
を続けることの大切さを学びました。
　1983 年キャピタルクラブ創設より先輩、同僚、後輩の良き
人々に出会えましたことを感謝申し上げます。

私の人生の転機
　倉　見　直　樹
　人生の転機。よく人生で上手くいかなくなったきっかけを“石
につまづく”と表現します。私も石につまずいて人生が大きく
変わったと思っています。直径 1.5㎜の小さな石です。小さい
といって馬鹿にはできません。激痛なのです、身体の中にある
ときは。
　「尿管結石」。高校卒業後、１年浪人して迎えた共通一次試験
の２日目になった病気です。これ以上親に迷惑をかけられない
と頑張った１年間の集大成の試験日に激痛に襲われました。医
学書をみると男性がなる病気で最も痛いらしいです。当時の私
からすれば、たった 1.5㎜のつまづきようのない石につまづい
た、世界で最もついていない男だったのです。
　結果発表の日、２浪したいの意味で出した２本の指を、合格
のＶサインと勘違いした母親。「納得やるまでやれ」と言って
くれた父親の言葉は今でも残っています。息子にも同じことを
言っています。“石につまづいた”から奥さんにも出会ったし、
皆さんにも出会えました。小さな石は間違いなく私の転機に
なったと思っています。

パープル 25FC釣り同好会
亀　井　久　照

　７月 15 日～ 16 日に福井県大飯町で行いました。今回は、岡
山クラブの三浦さんも遠路はるばるご参加いただきました。前
日の豪雨も納まり日本海に着くと晴天になりました。（仁科さ
んの力？）
　初日はメネット、コメットの乗った船は湾内で小物釣りと海
水浴を楽しみ、メンは沖釣りへ出かけました。釣果は小鯛、カ
ワハギ等が釣れました。竹田・八木さんは夕食後に夜釣り行か
れ、ナント剣先イカが釣れていました。
　翌日は強風のため、海水浴をすることになりましたが、猛暑
で倒れそうでした。しかし子供達はとても楽しそうに遊んでく
れました。家族サービスも兼ねた釣り同好会、２日間のんびり
過ごせました。次回は是非ご参加ください。
　参加者：三浦（岡山クラブ）、仁科夫妻、石倉夫妻・コメット、

竹田、八木夫妻・コメット、亀井夫妻・コメット（16 名）

そのとき　あなたの歴史は動いた



－ 4－ 出席第一・時間厳守・親睦・奉仕・古切手収集

７月14日（土）17:00 ～ 20:00
烏丸高辻付近
東稜クラブからの呼びかけ
に協力しました。

←左から山口会長・西村・
亀井・西川・八木さん。
ご苦労様でした。

メ　　ン　西村　融正　８月26日
メネット　橋本佐恵子　８月18日　　石村しのぶ　８月28日
コメット　幡南　慶汰　８月10日　　山田　大輔　８月26日

田中　升啓・佳津子　ご夫妻　８月１日
岡本　尚男・都　　　ご夫妻　８月28日

編集後記
　我が家にはエアコンが無く、連日の猛暑を全身
で感じてます。しかし、片道 30 分の自転車通勤で
大量の汗をかき、家に帰ると水シャワー。そして
よく冷えたビール。これで今年の猛暑も楽しく乗
り切れそうです。
　ただ、こうも暑いと飲みすぎてしまいそうで要
注意です。　　　　広報・ブリテン委員長　長谷川幸昌

〈西日本区報告〉　・８月 25日　びわこ部会　参加　メン６名　メネッ
ト１名（７月23日現在）／九州豪雨災害

〈京都部報告〉　・７月 20日（金）ファンド懇談会　出席：亀井　山口／
７月 27日（金）EMC懇談会　出席予定：吉井　山口／８月 24日（金）
CS懇談会　出席予定：倉見　山口／９月９日（日）京都部部会　参加（７
月 23日現在）　メン 31名　メネット４名　合同メネット会　メネット
８名／京都部部会「素人名人会の件」→会長出演の方向で検討中／10
月 28日（日）ウイングクラブ 25周年例会　参加　メン 12名（７月 23
日現在）

〈YMCA報告〉　・青い空と白い雲のキャンプ　８月18日（土）・19日（日）
／９月２日（日）リトセン秋の準備ワーク／九州豪雨災害募金　全国の
YMCAと協同して熊本のYMCAを通じての被災者支援を行うべく緊
急支援募金を行う件

〈三役会報告〉　・アワードバナー作成の件／金田さん退会の件／国際大
会（８月２日～５日）参加者：山口弘子特別メネット／手帳名簿作成
の件

〈各事業委員会報告〉
・YMCAサービス事業委員会　６月 24日リトセン夏の準備ワーク／
サバエワーク／８月度YMCA行事予定／９月２日リトセン秋の準
備ワーク／東日本大震災救援復興募金及び被災YMCA支援募金　
７月 17日現在合計 6,471 円／通常例会リーダー招待について／チャ
リティーゴルフコンペ

・地域奉仕・環境事業委員会　ふれあい広場　９月 30日（日）近江八
幡水郷めぐり／エコキャップ、プルタブ、インクカートリッジの送
り先や使途、また、どれだけ集めたら、何になるのか８月の第２例
会で発表する。／ベテスダまつり　10月８日（日）に決定／リトセン・
メタセコイヤ・フェスティバル

・ドライバー事業委員会　ニコニコ　７月24日現在　25,030 円
・交流事業委員会　東京クラブからの訪問日程について、2013年３月
及び４月の予定

・ファンド事業委員会　スイカファンド／７月第一例会　パン・ア
イスコーヒー／７月第二例会　ネクタイファンド／８月第一例会　
ネクタイファンドを実施予定／８月のファンド商品の検討　名刺／
じゃがいもファンド　納品日：2012年 10月 14日（日）6：00　リサー
チパーク前集合

・広報・ブリテン事業委員会　８月号・９月号ブリテンの原稿／デー
タベースの再構築／SNSの開設

・EMC事業委員会　誕生日会の開催（８月17日）
〈審議事項〉　・金田さん退会の件　承認
三役会　８月23日（木）　19：00～　於：未定
役員会　８月28日（火）　19：00～　於：ウェスティン都ホテル京都　竹の間

京都部ファンド・BF事業懇談会
亀　井　久　照

　７月 20 日、三条 YMCAで行われ、山口会長と共に参加し
てまいりました。
　岡野西日本区ファンド事業主任の講演が中心でしたが、BF
（Brotherhood Fund）資金についてとても分かりやすく説明を
していただきました。献金を支払うだけでなく、BF代表に立
候補し、世界のワイズと交流しましょう　という内容でした。
　当クラブの 11 月のファンド例会でご講演いただくよう企画
しています。皆さんお楽しみに！

祇園祭清掃活動に参加

オリエンテーション講座
～京都YMCAの願いと会員活動をよりよく知っていただくために～
　日　時　2012 年８月 20 日（月）午後７時～９時
　場　所　京都YMCA三条本館　201 号室
　対　象　京都YMCAに入会して１年以上の方で定款に定められた
目的に賛同し維持会員Bとなる志のある方

　申込み　８月 16 日（木）まで
　お問い合わせ　会員部（075）231-4388
「2012 びわ湖大花火大会」のご案内　石倉　尚
　日　時　2012 年８月８日（水）17:30 ～　バーベキュー
　　　　　19:30 ～ 20:30　花火見物（小雨決行）
　場　所　大津市南志賀１丁目 16-18　石倉宅
誕生日会のご案内
　７月・８月生まれのメンバーを一緒にお祝い
　　神﨑清一さん　亀井久照さん　山口　恵さん　西村融正さん
　　志田育夫さん
　日　時　８月 17 日（金）19:00 ～
　場　所　未定
　会　費　5,000 円
　是非、メンバーゲストのご紹介もよろしくお願いします。
おめでとうございます
　正子・ダルマパーランさんのご子息、ダルマパーラン・マヘシュさん
　６月 17 日ご結婚
九州北部豪雨被害支援のお願い
　物資支援について援助いただけます方がございましたら、書記の瀬
本さんか西川さんへお申し出ください。現在、希望されている支援物
資は、高圧洗浄機・ゴム手袋・スコップ・ゴーグル・熱中用対策・手
押し一輪車・LEDランタンです。

　クラブとしては、京都YMCAを通じて熊本YMCAへ緊急支援募金
を８月第１例会・第２例会にて行います。

EMC懇談会に参加して
吉　井　崇　人

　７月 27 日（金）19 時から京都メルパルク大文字にて EMC
懇談会が開催されました。各クラブ委員長の色々なＥＭＣの考
え方、新入会員増強への取り組み、ノンドロップの対策等貴重
なお話がたくさん聞く事が出来ました。私では、全然思いもつ
かないような視点からの取り組みがたくさんあり驚きました。
　参加させて頂いた経験をもとに、今期のEMC活動をより内
容の濃いものにして行きたいと思います。

2012年7月24日（火）19:00～21:00
ウェスティン都ホテル京都　竹の間

第１回　役員会議事録

Information


