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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）　「出あい」「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）

8
在籍者数　　39名
第一例会　　31名
第二例会　　34名
メーキャップ　13名
出席率　　　100%

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　12,000円
第二例会　　5,500円
累　　計　42,530円

東日本大震災復興募金
第一例会　　3,958円
第二例会　　3,559円
累　　計　13,988円

扇　　子　11,000円
大山ハム　　6,000円
ネクタイ　　1,200円
累　　計　49,020円

献　　血　　800cc
成　　分　　　0名
累　　計　　800cc
成分累計　　　0名

第一例会　　4,107円
第二例会　　4,105円
今期累計　　16,413円
累　　計　550,143円

各クラブ会員は例会にメネットを誘いましょう。
Have Fun With Menettes（メネットと共に楽しく）

野村靖子メネット事業主任（名古屋東海クラブ）
９月
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『イエスは、別のたとえを持ち出して、彼らに言われた。「天の国はからし種に似ている。人がこれを取って畑に蒔けば、
どんな種よりも小さいのに、成長するとどの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来て枝に巣を作るほどの木になる。」』

マタイによる福音書　第 13 章 31 ～ 32 節

　17 代京都部部長を拝命いたしまし
た、京都トップスクラブの船木順次と
申します。
　今期京都部に山田英樹YMCAサー
ビス・ユース事業主査をご輩出頂き心
より感謝申し上げると共に、京都キャ
ピタルクラブ公式訪問で今期のスター

トが行えた事と併わせて御礼申し上げます。
　期が始まり、最初の公式訪問がキャピタルクラブで
あった事は私にとっては非常に幸運でした。歴代部長は
最初の訪問はキチットしたキャピタルクラブだから異常
に緊張すると伺っています。しかし私にとっては生まれ
育てて頂いたクラブだから田舎へ里帰りする様なもの
で、何かワクワクした事を今でも覚えております。キャ
ピタルクラブの皆様が私の話をどの様に受け止めて頂い
たかは分かりませんが、私は思いをお伝え出来たと満足
いたしております。こうして、私の主題 ｢出あい｣ ｢ふ

れあい｣ ｢磨きあい｣ がスタート致しました。
　｢出あい｣、今期私は京都部部長と言う立場でワイズの
皆様と新たな出あいを経験致しております。一年一年私
自身の立場が変わり、変わった立場で皆さんと接する事
が新たな出あいになります。｢ふれあい｣、｢磨きあい｣
も出あいと同じ数だけ経験出来ると言う事になります。
　私は今期この主題を意識して実践しております。今ま
で気付かなかった事や初めて経験する事が数多く、｢へ
～｣ ｢ほんとですか！｣ と、感動と驚きの日々を皆様よ
り頂いております。
　この経験が私の知識となり、行動を重ねる事で知恵と
なっている事を体感致しております。京都部部長として
真摯に物事を捉え素直な気持ちで、今期を過ごしてゆき
たいと思います。皆様の叱咤激励をよろしくお願い致し
ます。
　最後に、今期キャピタルクラブより輩出頂いた主査と
共通意見であるユース支援について、９月 21 日に Yサ・
ユース事業懇談会が開催されます。この懇談会に於いて
私たちの熱い思いをこめた、より具体的なユース支援構
想を皆様にお話させて頂けると思います。多くの皆様に
ご参加頂けます事をお願い致します。

Y'sly!

Menettes

今期最初のクラブ公式訪問

京都部部長　　船　木　順　司

※７・８月号ヘッドと今年度ロスターにある京都部部長主題「出会い」は「出あい」でした。
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納　涼　例　会
山　口　　　恵

　山口会長の明るく活気あるご
挨拶で納涼例会が始まりました。
入会したばかりの私にとりまし
てはすべてが新鮮で、且つドラ
イバー委員としても、とても緊
張感のある例会でした。
　冷たいビールを片手に皆さん、
ワイワイガヤガヤ楽しみながら、
何といってもメインは勝山さん
率いる (^_^)/̃　ハワイアンバンド　サウンドエコーズ　フラ

　ハーラウホー
ヒエヒエの皆さ
んでの演奏＆フ
ラダンスです！
　アロハシャツ
を 着 用 し、 レ
イをかけなが
ら、皆さんが楽
しくフラダンス
を踊っている姿
はとても素敵で
した！そして勝
山さん、本当に

格好よかったで
す！
　約２時間、皆
で大いに楽しみ
ました。今期は
ドライバー委員
として、これか
らも楽しく充実
した例会、各行
事にしていきた
いと強く感じた 1
日でした (*^^)v

人前で話すための第一歩
岡　本　尚　男

　ゲストに「青い空と白い雲」のプ
ログラムリーダー、楠本真菜（通称
　はく）・中原晶子（通称　じょじょ）
さんとウイングクラブから青倉国
士・藤田寿男さん
をお迎えして開催
さ れ た。10 月 28
日に開催されるウ
イングクラブ 25 周
年記念会への参加

依頼の挨拶とリーダー達が京都府立病院・京
大病院に入院中の子供の患者へのプログラム
を通して、多くの学びと感動を自分の財産に
していることが伺える話があった。
　講演は「コトハナ・セミナー」主宰の木下
通
みち

之
ゆき

氏による「成功のための３つのWA」と
題したお話。WAは話力・和力・輪力の三つ
の力の省略で、「話力」をつけることの大切
さを学ぶ。冒頭に九つ枠の中に言篇で始まる
文字を埋めるビンゴゲーム方式の方法で、大
山孜郎・金原・山口恵さんの三人が選ばれた。

第 70 回国際大会に参加して
――ノルウェー・スタバンゲル――

山　口　弘　子
　８月１日、関空から 12 時間の飛行
でフランクフルトに着き、乗り換え
て２時間、ノルウェー・スタバンゲ
ルに着きました。
　初めてのヨーロッパ訪問と久しぶ
りの海外での国際大会参加（初参加の
ミネアポリスから数えて日本も含め
６回目）に興奮していました。全世
界から 751 名（ユース 85 名含む）の
内日本からは110名（ユース15名含む）
の参加で大会は盛り上りました。

　第１日目の晩餐会は各国のカルチャーナイトで、日本人は全
員壇上で「北国の春」を合唱しました。２日目の夜は地元ワイ
ズメンの各家庭に招待されました。私は８人（４ヶ国）の内の
一人として招待され、カタコトの英語（？）と身ぶり手ぶりで
自己紹介をしました。３日目の午後からはエクスカーションと
して、全員が何台ものバスに分乗してノルウェーの山並み等を
見学して、広くて長く暗い洞窟の中の宴会場でローカル料理を
頂きました。こちらは夜 10 時頃迄外が明るく、行事の終わる
のが連日遅く、ホテルに帰って寝るのがいつも午前１時すぎで
した。
　さて最後の４日目は国際
会長のスピーチで、2022 年
はワイズメンズクラブ設立
100 周年を迎えるので、各
クラブはメンバーを今より
３名以上は増やしてほしい
との事でした。その後ユー
スコンボケーションの発表
もあり、日本からのユース
も参加されていました。
　次回大会は、2014 年イン
ドのチェンマイで開催され
るとのアピールがあり、イ
ンドで再会しようとお別れ
しました。
　60 代最後の旅で素晴しい
出会いと楽しい９日間でし
た。ワイズに感謝 !!

口篇で始まる文字には人を傷つけるものが
多いいことに気付く。「口は災いのもと」
であるが、一方介意文字の「言」は「神に
誓うことばをいう」との意味がある。文字
の成り立ちを通じて人間関係を良くするた
めの言葉の大切さを学ぶのは場数を踏むこ
としかない。
　そこで、日常的に必要な初対面の人や人
前で話をする時の自己紹介を１分で行うこ
とを其々のテーブル毎に実演。基本パター
ンは別掲の通りであるが、普段から心がけ
ておけば自分の名前を印象付けられること
に気づく。会の終りに、再度冒頭の三人に
よる自己紹介が行われ講師の著書が贈られ
た。実り多い講演であった。

8月第一例会 2012年8月4日（土）　19:00～21:00
菊　　　水

8月第二例会 2012年8月21日（火）　19:00～21:00
ウェスティン都ホテル京都

国際大会プログラム
第１日
開会式（国際役員就任式）、基調講演
（世界YMCA同盟総主事）、晩餐（各
エリア出し物）

第２日
西村隆夫国際書記長報告、グループ
討議（YMCA との協働、2022 年
ワイズ百周年に向かって、国際プロ
ジェクト、メネット活動）、ワイズ家
庭訪問・晩餐、ジャズ礼拝・聖餐

第３日
グループ討議の報告、エリア別会議、
バスで洞窟のレストランへ（国際会
長主催晩餐）

第４日
ユースによる礼拝とコンボケーショ
ンの発表、次回大会 PR、閉会式、
ランチボックス

人間関係を良くする方法
１、相手に誠実な関心を寄せる。
２、名前を憶える。
３、相手の長所を見つける。
４、相手の立場に立つ。
５、聴き手にまわる。
６、笑顔で接する。
７、心からほめる。
８、常に感謝の気持ちをあらわす。
９、相手の関心を見抜いて話題にする。
10、相手の意見を尊重し、誤りを指摘しない。

（Ｄ・カーネギー、「人を動かす」より）

自己紹介の基本パターン
「皆さん、こんにちは　○○○○です」

↓
姓と名について憶えてもらう工夫をする

↓
仕事・住所・家族・趣味・嗜好・特技

などから人間性を話す

↓
最後にもう一度はっきりと名前を言う
「○○○○です　よろしくお願いいたします」

楠本真菜リーダー

中原晶子リーダー

木下通之様

プリンスクラブ森夫妻、成瀬理事と
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第 19 回パープル会ゴルフコンペ
田　中　雅　博

　快晴の８月４日（土）。「日清都カントリークラブ」において
“第 19 回パープル会ゴルフコンペ”が開催され、栄えある優勝
を飾ることができました。有難うございます。とは言ってもス
コアはベベから２番目で、単にハンディキャップに恵まれただ
けの優勝でした。
　パープル会の皆さんは、私が「日清都」を嫌いだと思ってお
られるかも知れませんが、そんなことはないんですよ。印象深
いホールが多い「日清都」は好きです。ただちょっと合わない
だけで……。
　今回は参加者が６名とちょっと寂しい開催でした。かくいう
私も久しぶりの参加でしたが、次回は 20 回の記念大会ですの
で、多くの皆さんとともに楽しい会にしましょう。

花火大会見物開催
　８月８日、石倉邸にてびわこ花火大会見物が催されました。
　19時 30 分からのびわこ花火大会に備え 17時 30 分からBBQ
スタート。
　冷たいビールでしっかりと準備して湖上に咲いたの大輪の華
を楽しみました。
参加ファミリー　香山夫妻、亀井夫妻・コメット１、八木夫妻・
コメット２、菅原夫妻、柳夫妻、大門、山田（英）夫妻、山田（隆）
夫妻・コメット１   　　　（長谷川幸昌）

リトセン復旧緊急ワーク
～キャピタルクラブ大活躍～

　８月 14 日早
朝の大雨によ
り、リトリート
センターのある
笠取地区も増水
による被害を受
けました。
　 京 都 YMCA
加藤主事より８
月 16 日に京都
部の全クラブに
復旧緊急ワーク
の呼びかけがあ
りました。
　これを受けて
キャピタルクラ
ブ で は、18 日
　幡南さん、山
田英樹さん、幡
南さんの会社の
方２名　ユンボ

２台　ダンプな
ど。19 日　竹田
さん、金原さん、
菅原さん、西川
さん、山田隆之
さん、山口で参
加してきまし
た。
　ご参加いただ
きました皆様、
まとめ役の幡南
委員長さん、誠
にありがとうご
ざいました。
　作業は１日目
に重機でかなり
の土砂を取り除
いていただきま
した。写真を見
ても分かる通
り、重機がなけ
ればおそらくこ

のような復旧は
なかったと思い
ます。また、田
中工務店さんも
土壌改良の薬剤
など、多大なご
協力をいただき
ました。
　２日目は、駐
車場の橋も開通
して、土を固め

CS 懇親会に出席して
倉　見　直　樹

　８月 24 日、京都YMCAで開催されたCS懇親会に山口会長
と参加いたしました。総勢 42 名でした。ロールバックマラリ
アの取り組みやTOF等各献金の目的をお話いただき大変勉強
になりました。また各クラブから CS事業の活動内容について
発表があり、みなさんの意識の高さが刺激になりました。

る薬剤も効いて、車が駐車できるようになりました。
　炊事場やバーべキューコンロ周りの清掃、炊事場後方水路の
掘り出しなど、人の手でしか、できないところを中心にやりま
した。しかし、まだまだ万全の態勢で利用者をお迎えするには
至っていない状況です。
　笠取 IC から、リトセンまでの道路もいまだ閉鎖されて、が
け崩れの土砂がそのままでした。
　９月２日のワークへの期待が大きいような気がしました。

　また、このたびは急
な呼びかけにもかかわ
らず、ご返事をたくさ
んいただき、対応いた
だきましてありがとう
ございました。
　なお、両日合わせて、
12 クラブ 49 名の協力
で８月 22 日の地元小
学生の受け入れ準備を
整えることができまし
た。

（山口雅也）

土砂に埋まったキャンプ場の整地

19 日の参加者

山田（隆）さんの会社のクレーン車、大活躍！　↕
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今、ここにいること
2000 年暮～ 2001 年初（語り）　石　倉　　　尚　

　私ね、何も考えずにキャピタルに入会したのヨ　ホント。
年下は二人しかいなかったので大層大人の交流の場だった
のヨ。ホントよくわからなかったのヨ。
　２年くらい経って石村さんが会長のとき書記をやってか
らかな、なんとなくぼや～と見えるようになってきたのは。
若手も増えていたので、いろんなとこへ勝手に（例えば前
泊先帰り）楽しみに皆で行って騒いでいたのヨ。会長なん
てまだまだ先のことと、な～んも考えずに楽しんでいたのヨ。
　ところが 2000 年暮、誰も受けないからと一足飛びでＭ
常さんから会長のお話があったのヨ（手土産にちんすこう
持って）。年末のゴルフ＆忘年会（勝手に若手だけでやってた）
で、皆から「ぜ～ったい！受けたらアカン！」と言われて
たのヨ。でも、年明けにＭ常さんまた来たのヨ（今度は手
ぶらで）。考えたヨ。今まで自由で気ままに大人の世界で楽
しんでいたのに……。
　あのとき受けていなかったらどうなっていたんだろう
ナ。それからは順調に「受けるな！」と言っていた皆も会
長を経験し今に続いてるのヨ。今思えば、あのときが大き
なターニングポイントだったのだろうなぁー。受けていな
かったら、今ここにいないかもしれないのだろうなぁ～と
思う。皆さんも「ハイ！喜んで」ですよ。この返事で人生
は大きく変わると思うから……

その時歴史が動いた
　亀　井　久　照
　45年の人生を振り返ると、歴史というほど大袈裟なもの
ではありませんが、大きく動いたと言えば皆さんと同じよ
うに進学や就職、親族との別れなどだと思いますが、私の
場合は会社勤めを辞めて独立した時です。
　20年前の 25歳の時に会社からの業務で、大津市の旅亭
紅葉というホテルの建設プロジェクトに関わっていたので
すが、もっと突き詰めて仕事を覚えたいと思っていたとこ
ろ、現場の設計スタッフの方が病気をされ人員が足りませ
んでした。
　私は意を決してゼネコンの鬼軍曹のような恐ろしい責任
者の方に「明日から仕事を辞めるので現場で働かせてくだ
さい！」と無謀な直談判をしました。すると「円満に退社
したらもう一度来い」と言っていただき、めでたく独立？
のような事になりました。以後 20年経過しましたが、やっ
と会社みたいなものになっています。
　「なんとかなるさ～」ばかり考えていたあの頃のチャレン
ジ精神を忘れずに、これからも自分の歴史を刻んで行きた
いと思います。

私が話し好きになったワケ
　仁　科　保　雄
　自分が変わったと思うようになったのは、ワイズに入会
したことは当然でもありますが、人前でしゃべる事が大の
苦手で何度仕事上の会合もキャンセルした事か、そんな人
間がどう間違ったのかクラブの会長や部主査、京都部長、
西日本区主任などを経て西日本区理事と言う大役を拝命
し、みなさんのご支援とご協力でなんとか無事に務めさせ
ていただきました。
　考えれば、全ての役職が人前に出て話をしなくてはなら
ない事を知りながら、とうとう断り切れず受けてしまい、
当初は戸惑いばかりでしたが人間、慣れと云うのは恐ろし
いもので人前に出てもアガルこともなくなっている自分に
びっくりです。しかし、役を終えると途端に元の職人気質
の下を向いて仕事をする自分がそこにいる事が可笑しく思
えています。それでも昔の私ではなく、人と話をする事が
楽しいと思えるようになりました。やはりワイズで年齢差
を考えず、自分の歳をも忘れ、若い人達から年上の方々と
交流する事の出来る場を得たと、今、この貴重な経験を財
産として、仕事以外は趣味やワイズの活動に情熱を燃やし
ています。

その時私の歴史は動いた
　山　田　隆　之
　受験に失敗した私は実家が造園業を営んでいたので、体
裁を繕う為に全く興味もない、造園科のある学校に通って
いました。
　将来のことなど何も考えず、好きなドラムに没頭して、
深夜まで部室に残って練習し、師匠がライブハウスに出演
される時は、準備や後片付けをしたり、音楽づけの楽しい
日々を過ごしていました。ライブハウスの「RAG」がまだ
北山にあったころ（現在は木屋町御池）師匠の定例ライブ
があり、いつものように手伝いをしていました。
　演奏も無事に終わり、恒例の打上げになり、その席で出
演料をメンバーに分配されているのを初めて目にしまし
た。その少なさに愕然とし音楽の質とギャラのギャップに
只々驚いて、生きていくことの厳しさを実感しました。
　ギャラが少ないこともあり、その時の打上げの会場は「餃
子の王将」北白川店でした。ギャラの額には関係なく打上
げは音楽談議に花が咲き大いに盛り上がり、そこそこ時間
も経ち料理もなくなり始めた頃、初めから出ているのにも
関わらず、あまりに辛いので誰も手を付けないマーボ茄子
が残っていました。
　私の中では“このマーボ茄子は食べ残すのであろう”と
確信していましたが、師匠がおもむろにマーボ茄子に箸を
伸ばし、グラスの水で辛い部分を洗い一気に食べられた時、
私は造園の道に進むことを決めました。

第 １回誕生日会
８月17日19:00～　四条河原町「華の舞河原町店」

７・８月生まれの方：山口（恵）さん、西村さん、亀井さん、神﨑さん
　　　　　　　　　　志田さん（欠席）

参加者：香山、金原、五十嵐、石村、幡南、山田（隆）、山口、村田、田中（升）、
　　　　吉井、勝山、瀬本、山田（英）、岡本、柳、八木、石倉、西川、長谷川

そのとき　あなたの歴史は動いた
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びわこ部部会
竹　田　博　和

　厳しい残暑が続く８月
25 日、ホテルニューオウ
ミにて第 17 回びわこ部
部会が開催されました。
　江州音頭にのってバ
ナーセレモニーが行われ
るという、地域色豊かな
開会となりました。続い
て平家物語を題材にした
琵琶説教「熊谷発心」を
お聞きしました。
　西願寺住職金森昭憲様の琵琶の演奏や法話により、諸行無常
の儚さやご縁の有り難さなどを中心に、仏様の教えを分かりや
すく説いていただきました。
　また、今回は山田（英）さんに車を出していただき、往復と
もワイワイガヤガヤのいつもの楽しい道中となりました。私は
所用のためお先に失礼しましたが、京都に着いてか
らもより一層メンバーシップを深められたようです。
　参加者：石倉、金原、田中（雅）、仁科御夫妻、
　　　　　西村、八木、山口（雅）、山田（英）、竹田

　第二部は、演題「音楽が脳機能、自律神経に与える働き～音
楽療法の立場から」と題した医学博士　近藤真由氏の女性なら
ではの、ユーモアを交えながらの講演は最後まで楽しく拝聴さ
せて頂きました。
　数年前から当クラブが地域奉仕事業として支援させて頂いて
おります、重度知的しょうがい施設「ベテスダ」に、音楽療法
に使用するとの事で、中古エレクトーンを寄贈した事を思い出
し、少しでもお役にたっている事を嬉しく思いました。
　続いての懇親会・フェローシップアワーでは、二期前に西
日本区書記を経験したお蔭
で、懐かしい元西日本区役
員の方々との再会に更なる
親交を深めさせて頂きまし
た。
　西日本区大会や各部会に
参加すると、このようによ
りワイズライフが広がるの
も西日本区役員を拝命した
お蔭と感謝しております。
　参加者　仁科御夫妻、柳

中　部　部　会
柳　　　慎　司

　８月 26 日（日）、名古屋南山ワイズメンズクラブの
ホストで名鉄ニューグランドホテルにて開催されま
した。
　午前中は中部評議会・メネット会が開催され、当
クラブより仁科メネットが参加されました。その間
　仁科さんと私は平野西日本区書記のお手配にて、
名古屋の老舗「蓬莱軒」にて「ひつまぶし」を堪能
させて頂きました。
　中部部会　第一部式典は荒川文門　中部部長の挨
拶から始まり、名古屋YMCA理事長　野村秋博様、
続いて成瀬晃三　西日本区理事より祝辞を述べられ
ました。
　中部役員・クラブ会長の紹介、評議会報告があり、
第一部式典は終了しました。

聖句の解説　どんな種より小さい種が鳥の巣が
できるほどの大きな木に育つことを、たとえ話
として語っています。「からし」は食用油をと
る大切な植物で、成長すると４メートルほどに
なる木だそうです。
　このお話はイエスさまのたとえ話のひとつで
す。ここでは、豊な信仰も初めは小さな福音か
ら始まるということをあらわしていると受け取
れます。また、見方を変えると大きく豊になる
ことを約束されているとも受け取れます。
　私たちはこの世では小さな存在です。また自
分の将来を見通すことはなかなか出来ません。
しかし、神様は一人一人に可能性を持たせてく
ださり、そして大きく育つことを約束してくだ
さっています。
　誰にでも大きな可能性があり、そのことはな
かなか目に見えないし、気づかないことも多い
のではないでしょうか。
　わたしたちだれにでも可能性があることを心
にとめ、日々の生活を送りたいと思います。

部　会　報　告　記部　会　報　告　記
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◆ペットボトルのキャップ収集の目的は……
　・発展途上国の子供達にワクチンを届けるため、です
　　ポリオ・はしか・BCG（結核）・MMR（はしか、おた

ふくかぜ、三日はしか）
　・焼却によるCO2 の削減
◆集められたキャップはどうなるのか
　キャップ 800 個で一人の子供の命が救えます
　キャップ 400 個の焼却で 3150g の CO2 が発生します
◆プルタブ収集の目的は……
　・車椅子を寄付
　・公害をなくす（空き缶散乱等）
◆集められたプルタブはどうなるのか
　キャップと同様に回収→アルミニウムに→車椅子へ
　環公害防止連絡協議会が平成２年より活動を開始
　平成 22 年までで車椅子 1,950 台を寄付
※アルミニウムで作られるため、スチール製の缶やプルタブが
混入しないように注意してください

編集後記
　残暑厳しい日が続いてます。
　暑いのはウンザリと思う一方、寂しくも感じます。
　時間が慌ただしく過ぎる昨今。
　「もっと時間を大切にしていこう」　夜の虫の音
を聞きながら強く思います。

広報・ブリテン委員長　長谷川幸昌
　通巻 350号オメデトウ！　　　　会長　山口　雅也

〈西日本区報告〉　・国際憲法改正に伴う国際投票の件：承認に
て投票　内容：国際議員の定数を 21 → 15 名へ減員。　25 ～
39 歳のメンバーの呼称を青年会員とする。　青年会員にも国
際議員として２議席を付与する。／各部会の詳細が決定：８
月第２例会で一覧表を配布済み

〈京都部報告〉　・９月９日（日）第２回評議会開催／９月９日（日）
京都部会参加（８月 28 日現在）メン 36 名　メネット５名　
合同メネット会参加（８月 28 日現在）メネット 7 名／８月
24 日 CS 懇談会　９月 14 日広報懇談会　９月 28 日交流懇談
会／ 10 月 28 日ウイング 25 周年記念例会参加　メン 12 名

〈YMCA報告〉　・８月 18 日・19 日　リトセン緊急復旧ワーク
参加　18 日２名＋２名　19 日６名／９月２日（日）リトセン
秋の準備ワーク／10 月６日・７日　エイズ文化フォーラム

〈三役会報告〉　・リトセン災害に際しての災害時積立金支出の
件／部会出欠確認の件　総括出欠表をメールにて配信

〈各事業委員会報告〉
・ YMCA サービス・ユース事業委員会　８月度 YMCA行
事予定／９月２日リトセン秋の準備ワーク／九州北部豪雨
による災害（熊本県）への緊急支援募金　￥23,388 ／オー
タムフェスタ　11 月 25 日（日）／東日本大震災救援復興
募金及び被災YMCA支援募金（８月22日現在合計￥13,988）
／チャリティーゴルフコンペ（2013 年３月 17 日開催）
・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
カートリッジの収集／ベテスダまつり　10 月８日（日）開
催。バザー用商品の寄付を募集（９月第２例会にて）／「ベ
テスダ」の家 30 周年事業を開催（12 月 13 日）／リトセン・
メタセコイヤフェスティバル　2013 年３月開催
・ドライバー事業委員会　８月 21 日現在　ニコニコ　累計：
42,530 円
・交流事業委員会　写真付メンバー表の作成／ベゼルクラブ
への連絡／来期の 30 周年を見据えて各部会への参加を推
奨／東京クラブとの交流予定日の検討中／名刺ファンドの
実施を希望
・ファンド事業委員会　ファンド例会（11 月６日第一例会）
　岡野ファンド主任の講演を検討中／じゃがいもファンド
の準備、PR／ファンドの予定　古本・古DVD・お米・大
山ハム・血圧計や体温計など・玉葱ドレッシング／ BF切
手の PRと告知／CS・Yサ・ファンド献金の日程調整
・広報・ブリテン事業委員会　９月号骨子、原稿依頼、入稿
状況の確認／ 10 月号骨子、原稿依頼、入稿状況の報告／
ブリテン配布の件
・ EMC事業委員会　欠席者に対するメーキャップの案内配
信／第一回誕生日会詳細報告／第二回誕生日会日程調整／
メンバーゲストについて各委員会・三役会に協力依頼　２
名程度／年間スケジュール掲載の行事がメーキャップ対象

〈審議事項〉　・リトセン災害復旧に災害時積立金支出の件→
全会一致で、金額の検討等を含め三役に一任／ベテスダの家
30 周年お祝い金の件→全会一致で、３万円を慶弔費より支出
三役会　９月 20 日（木）　19：00 ～　於：未定
役員会　９月 25 日（火）　19：00 ～　於：ウェスティン都ホテル

京都　平安の間

収集されたペットボトルキャップ・
プルタブの使い道

ボランティアセミナーのご案内
ちょこっとボランティア　視覚障がい者サポートの講習会
　講　師　松永信也（まつなが　のぶや）氏
　日　時　2012 年９月 29 日（土）　午後６時 30 分～８時 30 分
　場　所　京都YMCA三条本館
　参加費　300 円
　定　員　30 名（申込順）
第２回AIDS文化フォーラム in 京都のお知らせ
　テーマ〈エイズを知ろう、エイズで学ぼうⅡ〉
　　主　催　AIDS 文化フォーラム in 京都運営委員会
　　日　時　2012 年 10 月６日（土）・７日（日）
　　場　所　同志社大学新町キャンパス尋真館
東京クラブ 100 人例会
　日　時　2012 年 10 月９日（火）　18 時 30 分～
　場　所　東京YMCA東陽町センター　１階　Well-B
　申　込　2012 年９月 10 日（先着順）
　　　　　☆ゲスト／ビジター　お弁当代 1,500 円
　申し込みは、柳交流委員長まで
九州北部豪雨による災害緊急支援募金
　第２例会で集めた 23,388 円を神﨑総主事にお渡ししました。

メ　　ン　菅原　樅一　９月11日　　長谷川幸昌　９月11日
メネット　山口　弘子　９月16日　　菅原由利子　９月20日
　　　　　山田とも子　９月20日
コメット　山口昂一郎　９月９日　　山田　智也　９月12日
　　　　　石倉　　斉　９月27日

亀井　久照・三千代　ご夫妻　９月15日
吉井　崇人・香月　　ご夫妻　９月17日

地域奉仕・環境事業委員会

2012年8月28日（火）19:00～21:00
ウェスティン都ホテル京都　白川の間

第２回　役員会議事録Information


