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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）

12
在籍者数　　39名
第一例会　　35名
第二例会　　38名
出席率　　97.4%

切　　手　　402ｇ
現金累計　　　　0円
切手累計　1,989ｇ
ＢＦ献金　　　　0円
Ｊ Ｗ Ｆ　　　　0円
Ｅ　　Ｆ　　　　0ドル

第一例会　　7,000円
第二例会　　　　0円
累　　計　105,530円

東日本大震災復興募金
第一例会　　2,880円
第二例会　　　　0円
累　　計　30,561円

年越しそば　　20,700円
チョコレート　　3,080円

累　　計　797,741円

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

第一例会　　3,908円
第二例会　　　　0円
今期累計　　35,554円
累　　計　569,284円

IBC・DBC は交流が広がる大きなツールです。ワイズの楽しさを最大限感じるた
めに無締結クラブをなくしましょう。

石田由美子交流事業主任（宝塚クラブ）
１月
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『見よ、わたしはあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても、わたしはあなたを守り、必ずこの
土地に連れ帰る。わたしは、あなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。』

創世記　28 章 15 節

　2013 年の幕開けです。本年が皆様にとっ
て素晴らしい一年となりますよう、お祈り
申し上げます。
　今期も早いものでもう半年が過ぎまし
た。キャピタルクラブに入会して、月日の
たつのがとても速く感じられるようになり

ましたが、今期はやはり特別にそう感じることの多い毎日です。
お陰さまでメンバーの皆様のご協力をいただきまして、どの事
業も盛大に開催することが出来ました。改めて心より御礼申し
上げます。下半期も東京クラブとの DBC やＹサ持ち出し例会、
メタセコイヤフェスティバルをはじめ、30 周年記念事業の準
備も具体的に進み始めます。また、メンバー増強の目標もぜひ
達成したいと思います。まだまだ皆様のお力をお借りすること

が多くなるかとは思いますが、何卒よろしくお願い申し上げま
す。
　会長主題に「熱くかわそう！　ワイズの友情」―― キャピ
タル30周年に向かって――を掲げさせていただきましたのも、
今キャピタルにとって一番大事なものは、熱く交わすコミュニ
ケーションだと思ったからでした。皆忙しい毎日を過ごす中に
おいて、例会に集い、委員会活動を行い、各事業を作り上げて
行きます。そこには、新旧のメンバーがそれぞれの持ち場を担
いながら、毎年新たな人間関係を生みだし、クラブが活性化す
るエネルギーの源があると思います。キャピタルクラブはとて
も良いクラブだと思います。しかし完成形を迎えた訳ではあり
ません。日々是新たに、そこにいる仲間で刺激しあいながら、
深いところでお互いを尊敬し、共感できている『状態』こそが
ベストなのではないかと思います。
　年頭にあたり、心新たにクラブのことに思いを馳せながら、
今年一年よりよいクラブライフを送れますよう皆様と共に励ん
でいきたいと思います。精一杯頑張ってまいります！
　本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

IBC・DBC

聖句の解説　旧約と新約聖書を貫いて伝えられる神の福音とは、「神は人と共にいる」ということでもあります。
　アブラハムは、行き先も分からぬまま旅立つことを求められたとき、何度も拒絶しました。しかし、神はこのように約束し
てアブラハムを出発させたのです。「共にいる」「守る」「見捨てない」という約束が神から与えられています。
　私たちワイズメンならびに YMCA に集う一人一人が、関わる人々を大切に守り、決して見捨てない、切り捨てない、諦め
ない人となる必要があるのではないでしょうか。
　誰もが先行きに不安を覚える激動の時代です。そんな時こそ我々は、神との約束に思いを馳せ、力強く歩みましょう。

新年明けましておめでとうございます

会　長　　山　口　雅　也
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ほっと一息例会
内　田　雅　彦

　山口会長の開会宣言・点鐘で始まった第一例会、山口会長の
挨拶のあと、臨時総会「次々期会長選任
の件」に移り岡本さんが議事進行を進
め、菅原さんが次々期会長に満場一致
で選出されました。菅原さんのご挨拶、
何かよかったな～いつもの菅原さんよ
り大きく見えるな～よかったよかった。
　わんぱくチャレンジを楽しく一緒に
過ごしたYMCAのリーダー杉浦弘

ひろ

寿
ひさ

（た
いようリーダー）と古

こ

閑
が

さやか（ミラン
リーダー）をお迎えしてわんぱく体験
と子供たちの感想を話してくれました。

この時パン屋でよかったと思えた。
　本日は、大井綾子様を
お迎えして「家庭での美
味しいコーヒーの入れ方」
をご講演と実演で楽しく
始りました。コーヒーっ
て何でもいっしょ違う
ん！ 違 う ん で す！ コ ー
ヒーベルト地帯で栽培、
生産される約 50 ヵ国もあ
るとは……ロースト、挽
き方で幾通りもの味が出来る、浅炒りはフルーティーとか深炒
りはエスプレッソとか、う～ん奥深い。
　さぁ実演開始、メンバーの中から次期会長、次々期会長がコー
ヒーの入れ方対決、何と不器用な二人でしょう。入ったコーヒー

の味比べ、どんぐりの
背比べでした。大丈夫
かキャピタル、そんな
声が聞こえてきたよう
な気がしました。その
後に講師の実演、何と
美味しんでしょう。今
日一日ほっと一息をつ
けた例会でした。

クリスマス・ファミリー例会
～芸達者なメン・メン～

瀬　本　純　夫
　2012 年 12 月 23 日、最近この日程が定番になりつつあるキャ
ピタルクラブのクリ
スマスファミリー例
会です。コメットさ
んたちによるきよ
しこの夜に合わせた
キャンドルサービス
で厳かに始まりまし
た。
　今日のこの例会も
会長挨拶、神﨑総主
事によるメッセー
ジ、食前感謝、次期会長金原さんによる乾杯と滞りなくプログ
ラムは進みます。少しの食事の後、今年のクリスマス PT によ
る目玉企画、女装・男装委員会対抗歌合戦が行われました。役
員会の席で提案されたときは各委員長の反応はまちまちで、果

たして盛り上が
ることができる
のかとの心配の
声もありました
が、やると決まっ
たことに対する
メンバーの意識
はやっぱり半端
ではありません
でした。トップ
バッターの Y サ
委員会の KARA

から始まり、すでに全開に入りました。続いては山口メネット・
八木メネットによる鬼太郎と目玉おやじが登場、もはや誰か分
かりません。ドライバーからは浪速恋しぐれ、何故かメイド姿
が……。ブリテン委員会はコーヒールンバ、あの岡本さんまで
が……。山口特別メネットの腹話術で少し落ち着きを取り戻し
たようでしたが、交流委員会代表して登場した往年の鶴瓶を思
わせる大門さんの東京プリン、ファンドは全員でさそり座の女、
もはやだれが男装か、女装かがわかりません。ここで登場は、
歌合戦では恒例となった山田まゆみさんによるジュリー、さす
が場馴れされてます。CS 委員会は和田アキ子メドレー（？）、
メイクもばっちり決まってました。EMC 委員会は全員ミニサ
ンタ衣装での AKB、おおとりは石倉メネット、山田とも子メ
ネット、香山メネットに
よる羞恥心で締めくくら
れました。この余韻の残
る中、全員参加の福引き、
みんな笑顔でプレゼント
を手にしながらの閉会と
なりました。ここまで企
画し、準備していただい
た PT 長、委員の皆さん、
本当にお疲れ様でした。
　参加者　76 名

第 27 回　ふれあい広場に参加して
勝　山　憲　子

　9月の台風で延期になっていたふれあい広場が12月 2日（日）
に行なわれました。
　今回は近江八幡の水郷めぐりと言うことで楽しみにしており
ました。伏見稲荷の駐車場を出発して、お天気にも恵まれ、一
路豊年橋の船乗り場へと向いました。現地では、船頭さん達が
暖かく迎えて下さり、視覚障がい者の人達と一緒にグループご
とに手こぎ舟に乗り、ゆっくり進む舟中で野鳥の声や、ヨシの
ゆれる音、船頭さんが漕ぐ、櫓の音や水の音など、自然をいっ
ぱい感じながらいろんなお話をしながら、静かにゆっくりとし

た時間を過ごすこと
が出来て幸せな気分
でした。
　そして、近江八幡
国民休暇村で昼食を
頂き、その後、近江
兄弟社学園の礼拝堂
で記念撮影と親睦会
がありました。休日
にも関わらず、心↗

↙よく開放して出迎えて下さった近江兄弟社学園の関係者や滋
賀蒲生野クラブの菅井ワイズメンの皆様に感謝申し上げます。
　水郷めぐりと素晴しい礼拝堂で心の浄化ができた一日でした。
　参加者　視覚障害者 25 名　こおろぎ 17 名　ヘルパー４名
　　メン 15 名　メネット 10 名　コメット２名　ゲスト１名
　　計 74 名

12月第一例会 2012年12月4日（火）　19:00～21:00
ウェスティン都ホテル京都 12月第二例会 2012年12月23日（日）　18:00～21:00

ウェスティン都ホテル京都

次々期会長に決まった
菅原さん

山口特別メネット
腹話術で「ジングルベル」

杉浦　弘寿さん（たいようリーダー）と
古閑さやかさん（ミランリーダー）

山田（隆）メネット
「勝手にしやがれ」

石倉・山田（英）・香山メネット「羞恥心」
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京都新聞　2012年（平成24年）12月1日

ウサギを飼った
　五十嵐　由　紀
　最近の「私の歴史が動いた」と言える出来事は、ウサギ
を飼ったことだ。
　ある日、友達が送ってきたウサギの写メを、精神的に不
安定だった母に見せたところ「かわいい！」と珍しく好反
応。ペットは心を癒やしてくれるということもあり、さっ
そくウサギ屋さんに行ってみた。そこで赤目の白ウサギ
（♀）に一目惚れ！“Mippy（ミッピー）”と名付けられ我
が家の一員となった。
　ミッピーは母の部屋で暮らし始め、その日から数年ぶり
に母の部屋に家族が集まるようになった。それまで殆どな
かった会話も増え、家の中が格段に明るく優しくなった。
　ウサギは、食物連鎖の下位にいる動物なので“抱っこさ
れる”＝“捕食される”と
警戒し、自分の感情もあ
まり出さないので残念な
がら全くなつかない（泣）
が、“ものを言わない生
き物”という存在は、頭
が固くなった私に多くの
ことを教えてくれる大切
な存在になっている。

平成 19年９月 11日から始まった
　菅　原　樅　一
　ターニングポイントは平成 19年９月 11日。還暦を迎え
て、その日から第２の人生がスタートした日です。
　９月 11 日の 11 という数字は私にとって重要なのです。
まず、阪神タイガース、ザトペック投法の村山実の背番号
11です。あのひたむきに投げる姿に小学生の頃あこがれて
いました。
　次に９・11 ニューヨーク同時多発テロ、３・11 東日本
大震災。この２つは不幸な出来事ではありますが、考えよ
うによっては新たな出発の日だと思うです。
　宗教・国家間の対立や自然と人間の対立が頂点に達した
形として現れましたが、裏返して見れば、人々が宗教・国
家間のお互いの理解融和、又自然と人間の調和及び人と人
との強い絆が、いかに大切かということに気付かされた日
とも言えます。
　平成 19年９月 11日をターニングポイントにして、私は
今までの自己中心の心をたてかえ、周りの皆さんに心を向
け、皆さんと共に仲良く楽しく元気に、第２の人生に挑戦
してゆこうと思います。

ベテスダの家 30 周年記念会開催される
大　山　孜　郎

　12 月 13 日（木）に京都パルスプラザにて、ベテスダの家 30
周年記念会が開催されました。皆様もご存知の如く「ベテスダ
まつり」は、わがキャピタルクラブのメンバーが大挙して参加
する地域奉仕委員会の主要な年間行事ですが、ベテスダの家と

クラブとの関わりは何時からどのようにして始まった
のかご存じない方は多いのではないでしょうか。
　我がクラブが創立して２期目の1984年故山口宗輝（現
山口雅也会長のご尊父）第 2 代目会長年度、私は当時
CS 事業委員会と称していた地域奉仕委員会の委員長に
任じられクラブとして継続できる事業を模索していま
した。その時故堀一行初代会長の紹介で障害者共同作
業所「ベテスダの家」のことを知りました。当時ベテ
スダの家が資金活動として電子体温計「けんおんくん」
の販売を行っておられたので、クラブの CS 事業として
販売のお手伝いすることを役員会に提案したのです。
　この事業をきっかけとして「ベテスダの家」とクラ
ブのお付き合いが始まりました。
クラブと「ベテスダの家」の交流は当初はゆっくりと
したものでした。当時のベテスダの家は極めて小規模
な作業所で様々な困難を抱えておられたようですが、
わがクラブとしては、特に突っ込んだ奉仕活動を行っ
ていた訳ではありません。
　ベテスダまつりで行われるバザーの寄贈品の提供と
模擬店のお手伝いが主で、障害を負ったメンバー達と
一緒に交流する機会は特にありませんでした。しかし、
ベテスダの家が現在の場所に移ってから「ベテスダま

つり」に参加するメンバーの数がどんどん多くなり、歴代の地
域奉仕委員長の発案で、焼そば、ぎょうざ、ソフトクリーム、ビー
ルや飲み物の販売等、様々な形のお手伝いをしていることは、
新しいメンバーの方も良くご存知と思います。更に数年前から
は、京都 YMCA リトリートセンターで行われるメタセコイヤ・
フェスティバルにベテスダの家の障害を負ったメンバーに参加
して頂くようになり交流が進化しています。

そのとき　あなたの歴史は動いた

―業界や地域で活躍されておられるメンバー紹介―
（今回は「大阪なかのしまクラブ」の方を紹介します）
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編集後記
　新しい年が始まりました。冬のキリッと澄んだ
空気を大きく吸って気持ち新たにスタート。下期
も気を引き締めて頑張ります。

広報・ブリテン委員長　長谷川幸昌

〈京都部報告〉　
・国際協力フェスティバル
　2013 年 2 月 3 日（日）　京都 YMCA 三条本館
・洛中クラブ 25 周年
　2013 年 1 月 19 日（土）17 時～　京都全日空ホテル
・チャリティーボウリング
　2013 年 2 月 24 日（日）15 時～　しょうざんボウル

〈YMCA報告〉　
・YMCA チャリティーコンサート　2013 年 1 月 25 日（金）
・かもがわチャリティーラン第 1 回拡大版実行委員会
　2013 年 1 月 28 日（月）
・京都 YMCA124 周年集会　2013 年 2 月 9 日（土）

〈三役会報告〉　・半期会計報告
〈各事業委員会報告〉
・ YMCAサービス・ユース事業委員会　オータムフェスタ

報告　11月25日　メン・メネット参加23名／わんぱくチャ
レンジクラブ報告　12 月２日　パン焼き実践　メン参加
９名／クリスマスロビーコンサート報告　12 月 17 日～ 21
日　19 日（キャピタルクラブ担当日）参加者　12 名／京
都部Ｙサ事業懇談会報告
・地域奉仕・環境事業委員会　リトセン・メタセコイヤフェ

スティバル　開催日時：３月 31 日（日）　震災で避難されて
こられた方々に声がけする。参加費は予算を策定の上検討
／ TOF 例会　笠井俊明地域奉仕・環境事業主任（京都トッ
プス）に講演依頼／ベテスダの家創立 30 周年記念式典報
告　12 月 13 日（木）　パルスプラザ　メン・メネット８名
参加／チャリティーボウリング大会　2013 年２月 24 日
・ドライバー事業委員会　開催済例会の報告／４月花見例会

の会場の変更
・交流事業委員会　DBC 用プロフィール表・IBC アプリケー

ション表は提出済／釜山ベゼルクラブと写真付きメンバー
表の交換を予定／東京クラブ来訪　４月６日（土）花見合
同例会
・ファンド事業委員会　１月第一例会で BF 切手収集／１月

第二例会で BF 献金を実施／今後のファンド／古本・DVD
ファンドの収集／名刺ファンド
・広報・ブリテン事業委員会　１・２月号骨子、原稿依頼、

入稿状況の確認／ 30 周年記念特集号の検討／１月第二例
会で HB・HA の確認／ウエブの更新状況報告／今期中に
サーバー移行予定

・EMC事業委員会　欠席者に対するメーキャップの案内配信
／第三＆忘年会報告

〈審議事項〉　・各事業委員会半期報告書について、修正の上承認
・会計報告書について、修正の上承認

〈その他〉　・半期報告書修正分提出期限　2013 年１月 12 日
次回三役会　１月 24 日（木）19：00 ～　於：わこん
次回役員会　１月 29 日（火）19：00 ～
 　　於：ウェスティン都ホテル　竹の間

メンバー　五十嵐由紀　１月11日　　安部　英彦　１月21日
　　　　　倉見　直樹　１月22日　　西川　欽一　１月23日
　　　　　村田深砂子　１月24日　　内田　雅彦　１月31日
　　　　　仁科　保雄　１月31日
メネット　八木　未穂　１月４日　　正子・ダルマパーラン　１月６日
　　　　　金原　康代　１月９日
コメット　山口　遼子　１月５日　　山田　遥加　１月10日
　　　　　志田　千尋　１月11日　　森　奈都子　１月13日
　　　　　大門　皆斗　１月26日　　柳　　智之　１月27日
　　　　　神﨑あいみ　１月31日

クリスマスロビーコンサート
八　木　悠　祐

　12 月 19 日、京都 YMCA にてクリスマスロビーコンサート
が開催されました。
　クリスマスイルミネーションが彩られた、YMCA のロビー
には多くのワイズメンと保護者の方々、そしてたくさんの子供
達が集まり、美しい歌声に聞き入りました。
　昨年に引き続き参加しましたが、昨年よりも男性メンバーも
増え、すごく厚みのあるハーモニーに圧倒されました。
　会場にいる皆さんが手拍子に合唱にとコンサートに参加し、
クリスマスの雰囲気に彩りを添えました。
　最後には、森繁樹さんの熱烈アンコールに応えていただき盛
況のうちに閉会となりました。

誕生日＆忘年会レポート
竹　田　博　和

　12 月８日（土）11 月・12 月誕生日会＆忘年会が、京都木村
屋本店にて開催されました。大山孜郎さんが欠席のため、金原
次期会長のための誕生会となりました。
　いつものように長い金原次期会長の挨拶に続き、楽しい会食
の時を過ごすことが出来ました。あまりにも楽しすぎたためか、
帰り際、八木直前会長の姿は ???

出席者　五十嵐・石倉・石村・内田・内廣・内廣メネット・岡本・
金原・香山・菅原・瀬本・竹田・田中（升）・西川・西村・
橋本・幡南・村田・八木・柳・山口（雅）・山口（恵）・山田

（英）・吉井

　今後は、更に、ベテスダの家のメンバーの皆様の障害を良く知
ることによって、彼らに対してどのような手立てと関わり合い
が必要なのか等を勉強する機会を持てれば良いと思っています。

参加者　大山（孜）・大山メネット・岡本・倉見・田中（雅）・
長谷川・松井・山口（雅）・山田（英）

2012年12月25日（火）19:00～21:00
ウェスティン都ホテル京都　蘭の間

第６回　役員会議事録


