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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）

３
在籍者数　　39名
第一例会　　28名
第二例会　　26名
出席率　　89.7%

切　　手　　　　0ｇ
現金累計　30,000円
切手累計　6,904ｇ
ＢＦ献金　　　　0円
Ｊ Ｗ Ｆ　　　　0円
Ｅ　　Ｆ　　　　0ドル

第一例会　11,000円
第二例会　　0円
累　　計　209,330円
（2月分の集計に誤りがありました。）

東日本大震災復興募金
第一例会　　　　0円
第二例会　　　　0円
累　　計　38,341円

大山ハム　　7,700円

累　　計　830,826円

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

第一例会　　　　0円
第二例会　　　　0円
今期累計　　45,611円
累　　計　579,341円

今YMCAに必要とされているワイズの支援とは何か、ともに考え行動
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）
４月
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『主であり、師であるわたしがあなたがたの足を洗ったのだから、あなたがたも互いに
足を洗い合わなければならない。』 　ヨハネによる福音書　第 13 章 14 節

　山口会長より、YMCAサービス・ユー
ス事業委員長の拝命を受け約９ケ月が過ぎ
ました。お決まりですが、当初は「出来る
かな～？」状態です。でもお受けしたから

には、精一杯頑張ろうと決めていました。又今期は山田英樹さ
んがYMCAサービス・ユース主査をされていることもあり、
当初から少し気合が入っていたみたいです。
　「若者と係わりを深める」山田主査から当初お聞きした言葉
を頼りに、今期はとてもイレギュラーな事を行ったように思い
ます。リーダーを例会にお呼びしたり、リーダー祝会を例会に
したり。

　メンバーの皆様はどの様にお感じになられたでしょうか？　
私は、リーダーの方々から教えてもらったことが多かった様に
思います。
　例会のYMCA報告の話の中でも、リーダーの体験談が明確
で解りやすく、ほんとうに素直に心に入ってきました。リーダー
活動の準備をどれだけして、また参加した子供たちのアフター
ケアをどの様にしていたのか。是非私の子供もリーダー活動に
参加して欲しいとまで思ったほどです。
　卒業リーダー祝会は初めて参加しました。ピリピリとした空
気の中厳粛に行われた祝会は、卒業リーダーにとっても送り出
す人たちにとっても、神聖で暖かい場所だと言う事が良くわか
り、あらためて感激しました。
　キャピタルワイズメンズクラブに入会させて頂いて初めてで
しょう。これだけのリーダーやYMCA関係の方とご一緒させ
て頂けたのは。今更ですが委員長にお声をかけて頂いた山口会
長にお礼を申し上げると共に、イレギュラーな企画をご承認頂
けた皆様に感謝いたします。ありがとうございました。

YMCAサービス
ASF

聖句の解説　イエスは「世にいる弟子たちを愛して、この上なく愛し抜かれた」のです。しかし、その弟子のひとりはイエス
を裏切りました。十字架につけられる２日前、弟子たちと最後の夕食のとき、イエスは上着を脱ぎ、手ぬぐいを前掛けにして
たらいに水を汲み、弟子たちの足を洗いました。当時は、靴も靴下もなく、サンダルで土ぼこりの道を歩いた弟子たちの足は
汚れきっていたにちがいありません。イエスは、12 人の弟子（裏切り者のユダも含めて）全員の足を洗われたのです。
　そして、席に着き、冒頭の言葉を話されました。十字架につけられるまであと少しの時しかない、その貴重な時間を使って
弟子たちに模範を示し、教えられたのです。イエスは、最後のときまで出来の悪い生徒を叱り、励まし、力づける教育者でも
ありました。主イエスが弟子たちの足を洗われた日は「洗足の木曜日」として記念されています。

YMCAリーダーと接して

YMCAサービス・ユース事業委員長　

幡　南　　　進
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Yサ卒業祝会例会
内　田　雅　彦

　京都YMCA204 号教室で山口会長の開会点鐘でYサ卒業祝
会例会が始まりました。会長の挨拶、委員会報告、食前感謝を
終えて食事の時間です。
　皆さんお腹も一杯になったところで本日のメインイベント
と言っていいのか……
京都 YMCA卒業リー
ダー祝会が地階のマナ
ホールで開催されまし
た。
　第一部では礼拝、讃
美歌、聖書朗読、讃美
歌が厳かに行われ、初
めて参加した私にはと
ても新鮮でした。
　第二部式典では、船木京都部部長の祝辞、亀井YMCA学園
理事長の祝辞、神﨑YMCA総主事の激励、在京ワイズメンズ
クラブの支援による卒業文集が各クラブ会長から卒業リーダー
に手渡されました。その後リーダーたち一人一人のYMCAで
の経験や思い出を聴かせて頂き感動しました。また今期キャピ
タルの例会に参加してくれた、見覚えのあるリーダー達を見て
いると我が子の卒業式にも思えました。
　第三部祝賀パーティーが始まるころに、キャピタルーメン
バーは部屋に戻りHB・HAのお祝いをしていると八木さんが

次期部役員
研修会から
戻られ、研
修会の様子
を話されニ
コニコとし
て締めて頂
きました。
　一年前か
らこの日の
ために準備
をされてき
た 幡 南 Y
サ委員長に
感謝です。

ＣＡＴＴ例会
石　村　吉　宏

　今回の CATT例会は、エイブルクラブのホストで、宇治に
あるヨーロッパのお城の様なパルティール宇治で開催されまし
た。
　４クラブ会長の開会点鐘の後、大山エイブルクラブ会長の開
会挨拶がありました。
　基調講演は「人間はプラナリアになれるのか」と題して、プ
ラナリアやイモリなど身体の再生能力のある生き物を通して人
間の身体、臓器の再生を研究されている京都大学・大学院理化
学研究科・生物化学専攻　阿形清和教授のお話がありました。
　再生医療の始まりから現代の山中教授の iPS 細胞の話まで説
明して頂きました。そして、プロジェクターで映し出されるイ
モリやプラナリアの身体や腕や手が再生される様子を見ると、
これが人間に応用されたらケガで失った身体の再生や病気で機
能を失った臓器再生ができて、助かる人がたくさんいると思い
ました。人間はケガをしても傷が治り、骨折も治ります。細胞
は再生能力があるのになぜ再生しないのか、研究されていても
まだまだ問題があるようです。
　船木部長が乾杯の挨拶で、この CATT４クラブの力を合わ
せて何か事業ができないかとの問い掛けに参加した 90 人が何
かしたいなと、思いを深めていました。
　食べきれないほどの料理とお酒で程良くまわった所でカード
取りジャンケンゲームで全員に景品が出されました。トップス
クラブ牧野会長の閉会挨拶の後、４クラブ会長の閉会点鐘で、
21 時 30 分に閉会となりました。

京都グローバルワイズメンズクラブ 20 周年記念例会
山　田　隆　之

　３月３日（日）リーガロイヤルホテル京都に於いて京都グロー
バルワイズメン
ズクラブ 20 周
年記念例会が盛
大に開催されま
した。
　松谷隆史会長
の開会宣言・点
鐘に続き讃美歌
斉唱、グローバ
ル宣言と第一部
式典は粛々と進

みました。残念なのが、２月 26 日夕刻に成瀬晃三理事が急逝
され、現西日本区理事としてこの式場におられないことです。
いつも笑顔で親しみやすい、成瀬理事の挨拶を聞けないのが本
当に残念です。
　記念アクトとしては、YMCAリトリートセンター、修光学園、
クロサンクル小学校、のびる幼稚園への各寄贈目録が発表され、
グローバルクラブらしい多方面への支援がなされました。また、
20 周年を記念して新たに宇都宮クラブとのDBC締結調印セレ
モニーが、記念例会に華を添えました。
　第２部は船木順司京都部部長の乾杯で始まり、IBC・DBC締
結先クラブ各会長が順次挨拶をされ、グローバルクラブとの親
睦と友好関係の深さを感じることができ、西日本区屈指のメン
バー数を誇るクラブの勢いを実感した記念例会になりました。
出席者　石倉、岡本、勝山、金原、香山、倉見、菅原、竹田、
　田中、西川、西村、幡南、八木、山口、山田（英）、山田（隆）、柳

3月第一例会 2013年3月10日（日）　13:00～16:15
京都 3月第二例会 2013年3月26日（火）　19:00～21:30

パルティール宇治

2014年４月５日開催の30周年祝会のアピール卒業のリーダーたち
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ラグビーに出会って
　志　田　育　夫
　私の人生には、何度か節目になるものがありました。
　初めてのものは、ラグビーに出会ったことかもしれませ
ん。私が中学生の時、兄が高校でラグビーをしており、私
の通っていた中学にはラグビー部がなかったのですが、高
校や、大学のラグビーの試合をよく見に行っていました。
　ですから、高校では絶対ラグビーをしたいと思い、高校
入学後すぐにラグビー部に入部しました。いざ入部してみ
ると、当然ですが見るのと自分がするのとでは全然違って
いました。特に一年生は朝早くから準備をし、授業が終わっ
てからは日暮れまで、どっぷりクラブに浸る毎日で、本当
に高校生活３年間、学業をそっちのけでラグビー漬けの
日々を過ごしていました。その時学んだ一番大事なことは、
一人は皆の為に、皆は一人の為にという精神です。この精
神の下、良き指導者や友人にも恵まれて、高校生活を過ご
せたことは、今でもとても良かったと思っています。

やっぱり普通だ
　竹　田　博　和
　人生において、ターニングポイントとなった出来事……。
うーん、ないなあ。起死回生の出来事、武勇伝……。これ
もないなあ。人生を大きく変えたエピソード……。あまり
大きく変わってないなあ。
　物心付いたときからミキサーの音、パン釜から発せられ
る熱気。家業を手伝いながら学校に行くのはごく当然のこ
と。そのまま、家業を継ぐ。パン食のみであった給食に米
飯が導入される。少子化により児童数が半減。O－157 や
ノロウイルスによる食中毒が発生。衛生管理の重要性が叫
ばれる。
　その時々の状況に対応しながら、生産体制を整える。ご
く当たり前のことしかやってない。
　うん、やっぱり普通だ。

２度のターニングポイント
　西　川　欽　一
　私のターニングポイントは２度あります。

　１度目は大学入学です。家庭の事情で、夜学を受験し、
学費を自分で稼ぎながら大学に行くことになった私は、授
業を終え、夜遅くほろ酔い気分のサラリーマンに囲まれて
電車に乗って帰る生活がとても嫌で、１年の頃はほとんど
授業を受けずに学校を辞めることを考えていました。
　しかし、夜学生には、40歳代 50歳代の方が本当に勉強
がしたくて通っておられました。そんな人たちの話を聞か
せていただくことも多くなり、それまでとても真面目とは
言えないような私は、学校の勉強以外にも様々なことを教
わり、真面目に生きる決心ができました。今では、「夜学で
良かった」と思っていますし、あのころに聞かせていただ
いたお話や経験は、私の人生においてとても有意義なもの
となりました。
　２度目は離婚です。詳細に書くにはブリテンの特集を組
んでもらわないといけないくらいになりますので割愛しま
すが、離婚したことで、人生の目的を考えるきっかけとな
りました。そして、元嫁には悪いですが、人の痛みを理解
しようと努めるようになり、一回り成長できたような気が
します。
　そして、キャピタルクラブに入会したことを、諸先輩方
のような大きな心を持った人間に成長する、ターニングポ
イントと呼べるようにしたいと思っています。

起業を決めた瞬間
　長谷川　幸　昌
　2004 年１月２日。長野へ行った時のこと。
　昼間はスノーボード、夜は馴染みのペンションで宴会と
いうのがこの頃２、３年の恒例行事。ただその年違ったの
は私が仕事を辞めてフリーターだったこと。
　スノーボードで滑り倒し、お待ちかねの夜の部。お酒も
進み、いい感じに酔いも回り話は私の進路相談。相手は一
回り歳上の起業された方ばかり。最初は「春になったら再
就職して……」と話していたのですが、先輩方の話を聞く
うちに自分も起業したいという気持ちがポツリと芽生え、
そこにどんどん水（アルコール入り）を注がれて、急成長。
すっかりその“き”になったところで先輩がオープンの日
だけを勝手に決定。酔った勢いとはいえ「はい」と答えて
しまったので帰ってからは全力疾走。
　業種、場所を決め事業計画を作り、なんとかその日に開
店パーティーをしました。何も無いところから２か月。や
ればできるということに気づかせてくれた、背中を強烈に
押してくれた先輩に感謝です。

Ｙサ主査通信
京都部YMCAサービス・ユース主査　山　田　英　樹

　主査としての活動も残すところあと３か月。本当に月日の過
ぎるのは早いものです。想像以上に忙しい日々でしたが、否応な
しに考え続け行動し続けなければならないという修行のような
毎日に鍛えられ、充実した時間を過ごさせていただいてます。（笑）
　今期主査を拝命するにあたり、特にユース事業に力を注いで
います。
　ユース組織を設立するという、今思えば無謀（笑）ともいえ
る取組を掲げ、七転八倒しながらも少しずつ進んできました。
『個人としては賛成するけれど、クラブとしては賛成できない』
など、わかるようでわからない様々な意見をいただきながらも、
リトセンに夜桜が咲くYYフォーラムにて何らかの形でお披露
目を考えています。

　なにより、山口会長、幡南委員長はじめ、すべてのメンバー
の皆さまに本当に力強くお力添えをいただき、どんな時にも、
『めちゃ、キャピタル来てるやん！』と言われ続け、どれほど
ありがたい思いであった事でしょうか。内心ドキドキしながら
も『キャピタルでは当然です。』とドヤ顔するときのあの優越感。
心底『このクラブで良かった！』と思える瞬間でありました。
全メンバー、メネットの皆様に心よりの感謝を申し上げます。
　今期のゴールが見えてきたとき、それは同時に次期の準備が
始まるときでもあります。そして次期は言わずもがなの 30 周
年。それは様々な事業を通じ最も負荷のかかる時ではあります
が、求心力が高まる最大のチャンスや最も楽しい瞬間も、同時
にやってくる至福の時でもあります。この機会に更に素晴らし
いクラブになるために一丸となりましょう。
　『えっ、アクトに不安があるって？』『全国リーダー研修会も
心配って？』　大丈夫！何のための主査なのですか？　若者た
ちはそんなの大好きなのですから。（笑）

そのとき　あなたの歴史は動いた
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７月第２例会（７月17日）　部長公式訪問

青野　正英さん
　昨年７月には、例会にお招きいただき、あり
がとうございました。
　非常に楽しい時間を過ごす事が出来ました。
　先日の卒業リーダー祝会でも、例会でお話し
した方と、お会いする機会がありました。

　「私のことを覚えていただいていたこと」に驚き、キャピタ
ルワイズメンズクラブの方とつながりが出来たようで、とても
うれしく思いました。
　このご縁が、またどこかでつながり、花開く事を楽しみにし
ております。

水野　友賀さん
　例会に参加させていただき、ワイズメンの
方々の高い志や組織運営に意見し合う姿を見
て、リーダーたちの活動をより深めるための気
付きが多くありました。普段の活動は違っても、
お互いに関心をもってかかわり合い、もっと深

いところでつながっていく仲間でありたいと感じました。

８月第２例会（８月21日）　話し方について

楠本　真菜さん
　はじめは緊張して何を話して良いのか分かり
ませんでしたが、とても和やかな雰囲気で普段
の活動のことや、夏にあった病気の子どものた
めのキャンプについて話す機会をいただき、と
ても充実した時間を過ごすことができました。

中原　晶子さん
　参加させていただくまでは、どんな会かと緊
張していましたが、 皆さん気さくに話しかけて
くださり安心しました。
　普段のリーダー活動についてたくさんお話す
ることができ、楽しい時間でした。

10月第１例会（10月２日）　京都サンガ

篠田　真穂さん
　私たちリーダーの想いに親身に寄り添ってく
ださる方々だと、私は感じております。昨年
12 月のわんぱくチャレンジクラブの活動では、
「子どもたちにとって最高に楽しいプログラム
を！」という共通の思いを胸に、パン作りプロ

グラムを共に創り上げていきました。子どもたちの目線に立っ
て、パン作りを指導されていた姿がとても印象的です。来年も、
一緒に子どもたちが笑顔になるプログラムを作っていきましょ
う。私たちも楽しみにしております。

南谷　悠乃さん
　私が参加した例会では京都サンガ FCゼネラ
ルマネージャーである祖母井さんの講演があり
ました。祖母井さんは世界で活躍し、日本と外
国の違いについて客観的に考えたそうです。そ
して、日本に戻ってきた今、外国の良いところ

を日本に取り入れていきたいとお話されていました。私自身、
外国に興味があるので祖母井さんのお話はとても良い刺激にな
り、より一度は外国に飛び出し、日本でその経験を活かしたい
という想いが強まりました。

10月第２例会（10月16日）　メンタルヘルス

宮川万里子さん
　普段ワイズメンズクラブの方と直接関われる
機会があまりないので、例会に参加させて頂く
前までは、日々クラブでどのようなことをされ
ているのか不透明なところがありました。
　しかし、例会に参加させて頂いたことで、普

段の皆さんの姿を知れたと共に、楽しい会話や優しいお人柄に
触れ、一緒の時間を過ごすことができてとても嬉しかったです。
素敵な時間をありがとうございました。 

亀井　槙子さん
　普段踏み入れることの無いような豪華な空間
に、とても緊張したことを覚えています。けれ
ども、ワイズメンの皆さまは笑顔で温かく迎え
てくださり、とても楽しい時間を過ごすことが
できました。例会はとても和気あいあいとした

和やかな雰囲気で、ワイズメンの皆さまのつながりはとても素
敵だと思いました。またぜひ機会があれば、参加させていただ
きたいと思いました。ありがとうございました。

11月第２例会（11月20日）　願望を達成させる

橋本　安未さん
　ワイズメンズクラブの例会に出させてもらっ
て、私は初めてこのような方々に支えれられて
活動を行っていると実感することができまし
た。とても緊張する私に対して、どのようなリー
ダー活動をしているのかや自分のお子さんの話

など気さくに話しかけてくださり、とても楽しい時間を過ごす
ことができました。

竹内ひかりさん
　先日ワイズメンズクラブの例会に行かせてい
ただいて、私たちのボランティア活動をいつも
支えて下さっている方たちとお話ができ、改め
て有難く感じました。
　私たちの活動とはまた違った雰囲気で、毎回

違った講師の方にお話を聞くというのが新鮮でとても楽しかっ
たです。ありがとうございました。

12月第１例会（12月４日）　コーヒーの淹れ方

杉浦　弘寿さん
　今回は、例会に招待頂きありがとうございま
した。常々、ワイズメンズクラブの方々には、
リーダー活動をご支援頂きありがとうございま
す。例会に参加し、普段の活動の様子や会の雰
囲気など直に感じることができ、とても新鮮な

ものとなりました。よく、ワイズメンズクラブの方々には「リー
ダーの活動を支援して頂いている」と耳にしますが、なかなか

今期の例会にご招待のリーダーの感想今期の例会にご招待のリーダーの感想
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実感できないのがリーダー達の現状です。なので、こうして例
会に招待頂き互いが知り合える機会を設けることは、とても大
切なことであり、互いの活動にとっても大きな糧となるものだ
と思います。よりワイズメンズクラブの方々を知り、よりリー
ダー達の活動を知って頂く、よりクリアな関係を築けていけた
らいいなと思います。

古閑さやかさん
　わんぱくチャレンジクラブでの活動で世話に
なったキャピタルさんとお話ができて楽しかっ
たです。
　おいしいコーヒーの入れ方も教わることがで
きて充実した時間を過ごすことができました。

２月第１例会（２月５日）　TOF例会

小久保文恵さん
　この度は、キャピタルワイズメンズクラブの
例会にお招きいただき、ありがとうございまし
た。例会に参加させていただくのは初めてだっ
たのですが、皆さんが温かく迎え入れてくれた
ことと、気さくに話しかけていただいたおかげ

で、とても楽しく有意義な時間を過ごすことができました。

　私は、今年度の卒業リーダー祝会で卒業を迎えましたが、こ
れからもご指導よろしくお願いします。

岡　美香子さん
　キャピタルワイズメンズクラブの例会に参加
させていただき、ありがとうございました。最
初は緊張していたのですが、ワイズメンズクラ
ブの挨拶である握手をたくさんの方からしてい
ただいたおかげで、すぐに緊張がほぐれました。

握手で始まる会話は、親しくなるきっかけとなり、今の日本人
にとって、大切にしなければならない行動だと感じました。

２月第２例会（２月19日）　自衛隊の活躍

河嶋めぐみさん
　私は、これまでサバエキャンプ場のワークな
どでワイズメンズクラブの方にお世話になった
ことはありましたが、直接お話をしたことはあ
まりありませんでした。
　いつも支援してくださっている方々のそのま

まのお気持ちや今までの経験など様々なお話を聞くことができ
て、他では感じることのできない有意義な時間を過ごすことが
できました。

次期会長・主査研修会に参加して
３月９日・10 日　チサンホテル

次期会長　金　原　弘　明
　少し寒さがましになった当日、「とうとうこの日がやってき
たか」と緊張の中、会場に到着すると予想以上の人の数に圧倒
され、一気に緊張もピークに……
　この研修会はもちろん内容も濃いものでしたが、会場にい
らっしゃる皆さんが次期を共に、様々な苦労と楽しみを分かち
合いながら作っていく仲間なのだという意識を持てたことが一
番の収穫でした。特に京都部の次期会長の皆様とは様々な懇親
を持つことができ、とても楽しい研修会でした。
　さあ、いよいよ 30 周年期も目前です。皆さん、次期もどう
ぞよろしくお願いいたします！

次期京都部広報主査　八　木　悠　祐
　今回は次期京都部広報主査としての参加となりました。２年
前に会長として参加したときとは別の緊張感を持ちながらの参
加となりました。主査としての心構えや西日本区主任の方針を
確認いたしました。
　各部の次期広報主査との意見交換の中では、部のホームペー
ジのあり方やフェイスブックの利用の仕方など各部ともに工夫
されていることが良く理解できました。
　現在はいろいろな媒体が発達し、伝達手段が多様化しており
ます。その一方でメンバーの皆さんに情報格差が出てくるので
はないかという心配も感じます。
　次期は部のホームページを皆さんに興味を持って見ていただ
けるため、内容（コンテンツ）の充実を図っていきたいと考え
ます。
　また外部への広報といたしまして、地域奉仕事業と協力して
ワイズデーを企画いたしております。次期は、京都バリアフリー
コンサートとして、障害を持った方々と健常者が音楽を通して
同じ感動を味わえるような企画をいたしております。
　クラブの皆さんにもいろいろとお願いをすることが出てくる

とは思いますが、ご協力の程よろしくお願いします。私自身も
キャピタルクラブを代表して出ている事を肝に銘じて一年間頑
張りたいと思います。ご指導ご鞭撻の程よろしくお願いします。

リトセン・チャリティーゴルフコンペ
田　中　雅　博

　毎年恒例の「リトセン・チャリティーゴルフコンペ」が、３
月 17 日（日）に京都府丹波町の「瑞穂ゴルフ倶楽部」で開催
されました。キャピタルがホストをし、幡南Ｙサ委員長が約１
年前より準備してこられた今大会は、15 クラブより総勢 80 名
が参加されました。
　心配された進行も何とか全員日没までにホールアウトでき、
ホールインワン有り、ベストグロスが 72 と、非常にレベルの
高い競い合いが繰り広げられました。
　そんな中、キャピタルは団体２位、私はまたまたハンディに
恵まれ個人３位となり、海の幸をはじめとする沢山の賞品をい
ただきました。有難うございます。
　キャピタルはお手伝いの５名を加えて総勢 18 名で大会を盛
り上げました。

参加者　石倉、内廣、大山（孜）、金原、亀井、香山、西川、
　西村、橋本、幡南、山口会長、山田（隆）、田中（雅）
お手伝い：竹田、田中（升）、森（繁）、山田（英）、柳

祝　お誕生
長谷川幸昌さんの第２子、ご長男が 28 日に
無事に産まれました。
母子ともにお元気。おめでとうございます。
お名前は熟慮中です。
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編集後記
　気持ち良い春の空気を全身で感じてます。
　ティッシュが離せません。

広報・ブリテン委員長　長谷川幸昌

〈西日本区報告〉　
・成瀬晃三理事急逝に伴う西日本区体制変更の件

〈京都部報告〉　
・京都センチュリークラブ周年例会　４月14日（日）
・京都みやびクラブ周年行事　３月31日（日）　ユニカール大会
・YYYフォーラム　４月28日（日）　15：00 ～　リトセン

〈YMCA報告〉　
・リトセン夜桜フェスタ　４月28日（日）　17：00 ～
・かもがわチャリティーラン　５月19日（日）　9：30 ～
・「大人と子どものための読み聞かせの会」協賛金の件

〈三役会報告〉　
・西日本区大会　４月第２例会にて申込み集約
・センチュリークラブ周年事業出席者の件
・みやびクラブ周年事業の件
・十勝ポテト販売の件
・東日本大震災復興ハガキ販売の件

〈各事業委員会報告〉
・YMCAサービス・ユース事業委員会　３月10日Ｙサアワー
例会（卒業リーダー祝会）開催　出席者 28 名／３月17日チャ
リティーコンペ開催　瑞穂ゴルフ倶楽部　参加者 87 名（内
プレーヤー 80 名）　チャリティー金額　195,980 円／４月
28 日 17：00 ～ 20：00　夜桜フェスタ　リトリートセンター
　４月15日第二回実行委員会／同日・同所で15：00～「YYY
フォーラム」／５月19日かもがわチャリティラン　４月中
旬第２回実行委員会開催予定　ドリンク類の販売を予定
・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）（雨天中止）　10：30
～（10：00 受付）　メンバー集合 8：30　参加費　大人（中
学生以上）1,000 円、小学生 300 円、小学生未満無料　参加
予定：きこえとことば・虹のつばさ・みっくすはあつ・こ
おろぎ・ベテスダの家・みんなの手　協賛品と提供企業名
を紹介
・ドライバー事業委員会　開催済例会の報告／今後の例会予
定とゲストスピーカーの紹介／４月DBC合同花見例会の
プログラム詳細
・交流事業委員会　４月６日（土）東京クラブとの合同花見例
会の内容確認／同日の二次会の開催　開催時間　合同例会
終了後／６日、７日の観光等スケジュールの詳細の確認／
IBC・DBC締結への検討
・ファンド事業委員会　ファンド収益報告／BF献金の報告
／４月のファンド予定　花見団子、和風小物、宝くじ、例
会飲物、カーネーション、バームクーヘン、古本・DVD
／５月のファンド予定　玉ねぎ、玉ねぎドレッシング、古
本・DVD／緊急十勝じゃがいもファンドへの協力／その
他のファンド案を検討
・広報・ブリテン事業委員会　３・４月号骨子、原稿依頼、
入稿状況の確認／４月号でＹサ事業特集号６ページの予定
／５月号メタセコイヤ・DBCの特集号

・EMC事業委員会　例会出欠報告／欠席者に対するメー
キャップの案内配信／３月１日　第４回誕生日会の報告
（招待出席者：７名）／２月の例会に出席されたメンバー
ゲストのフォローの報告／メンバーゲストについて　今後
のゲスト予定・各委員会からの紹介状況確認

〈審議事項〉　臨時ジャガイモファンド実施の件 　　承認
 　　センチュリークラブ周年例会参加者の件　　承認
 　　みやびクラブ周年事業不参加の件 　　承認
〈その他〉　　委員会報告書等の提出期限　　４月 16 日（火）
次回三役会　４月18日（木）19：00～　於：わこん
次回役員会　４月23日（火）19：00～
 　　於：ウェスティン都ホテル　竹の間

第９回　京都YMCA かもがわ　チャリティーラン
参加者・スポンサー（協賛金）募集中 !

日時　５月 19 日（日）　午前９時～午後３時
場所　鴨川公園（特設コース：北大路橋～出雲路橋間　１週 1.7㎞／
西賀茂橋～出町橋間 10.5㎞）

種目・参加費　小学生駅伝（１チーム2,000円）／グループラン（１チーム
5,000円）／一般駅伝・クォーターマラソン（１名3,000円：学生１名1,000円）
／ペアラン（１チーム1,000円）

スポンサー募集　趣旨にご賛同いただける個人・企業・団体等は協賛
金や参加費、物品寄付でぜひご協力ください。
協賛金　　一口　10,000 円（企業・団体）
　　　　　一口　　5,000 円（個人）
物品寄付　参加賞、競技表彰商品、抽選会の賞品

第４回誕生日会
村田さんのお店　グランドオープンの日に開催

日時　３月１日　19 時～
場所　パーティースペース　プレノタート

京都市中京区河原町通二条西北角清水町 362　ジョイビル４F

出席者
１月・２月生まれの方
　安部・五十嵐・石倉・内田・倉見・竹田・西川・村田・森（繁）・柳・吉井

その他の方
　岡本・菅原・田中（升）・西村・幡南・山口会長・山田（隆）

メ　　ン　橋本　眞一　４月３日　　石村　吉宏　４月６日
　　　　　森　　常夫　４月25日
メネット　幡南　陽子　４月９日　　田中佳津子　４月11日
　　　　　山田まゆみ　４月18日
コメット　石倉　　周　４月６日　　山口　太樹　４月10日
　　　　　香山　耀平　４月28日　　田中　綾音　４月30日

石村　吉宏・しのぶ　ご夫妻　４月３日
内廣　　健・嘉　子　ご夫妻　４月14日
橋本　眞一・佐恵子　ご夫妻　４月17日

2013年3月19日（火）19:00～21:00
ウェスティン都ホテル京都　竹の間

第９回　役員会議事録

Information


