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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）

４
在籍者数　　39名
第一例会　　33名
第二例会　　34名
出席率　　97.4%

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　15,000円
第二例会　10,000円
メタセコイヤフェスティバル　5,000円
累　　計　239,330円

東日本大震災復興募金
第一例会　　　　0円
第二例会　　2,480円
累　　計　40,821円

和装雑貨　　3,850円
合同委員会　　9,600円
音楽例会飲物　　22,072円
累　　計　866,348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　　2,452円
今期累計　　48,063円
累　　計　581,793円

ワイズメンに対するクラブ内のトレーニングが出来ているでしょうか。
ドロップアウトを減らすためにも考えてみましょう。

故　成瀬晃三理事（名古屋クラブ）
５月
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『だが、ダビデはその神、主によって力を奮い起こした。』　サムエル記上 30 章 6 節

　つい先日の４月 13 日、次期のリーダー

トレーニング、第一回役員会を終えました。

ちょうど去年の今頃、私は広報ブリテン委

員長として初めて LT、役員会に出席しました。普段の例会で

は和やかな雰囲気のキャピタルクラブのメンバー。ところが役

員会に臨む面持はとても引き締まっていて、会議室の張りつめ

た空気にとても緊張していたのを覚えています。

　その初めての LT、役員会に出席する前、委員長を拝命して

からは諸先輩方の話を聞きながら自分なりにプランを考えまし

た。新たなことにチャレンジしてキャピタルクラブの広報活

動をさらに良いものにしていこうと意気込んでました。そし

てキャピタルクラブの縁の下を支えるメンバーとして今期がス

タートしましたが、そんな意気込みとは裏腹に自分の委員長と

しての実力が無いことが次々と露呈していきました。組織をマ

ネージメントする能力が足りないことを痛感しました。このま

までは、新しいことはもちろん今までの委員長が当たり前のこ

ととして行われてきたことも実行できないのではと不安を感じ

ました。

　このような不安を抱えたまま委員会を開き、役員会に出席し

多くの方に助けていただき広報活動を進めてこれました。その

中で多くのことを学ぶことができました。まだまだ実力不足を

感じるときは多々ありますが、それでも去年の今頃の自分と今

の自分を比べると、ググッと背が伸びたような感覚があり、成

長の実感を得られたので、委員長を引き受けて良かったと強く

思っています。その間にご協力いただいた皆様に感謝申し上げ

るとともに、ご迷惑やご負担をおかけした皆様にお詫びいたし

ます。

　当たり前のことが当たり前にできるようになる、その当たり

前のことが何なのか。事業を起こして一つの業界にいることで、

いつの間にか世間知らずになっている自分を確認できたことが

私の成長にとって大きな成果でした。しかし、クラブの成長に

対しては「当たり前のこと」を追いかけるのに一生懸命だった

ので、あらたなことへのチャレンジをなし得てません。今期も

残り少なくなりましたが次期により良いものをバトンタッチで

きるよう、一年前の自分なりのプランを今一度思い出し、もう

一段ギアを上げて頑張ります。今後とも広報ブリテン活動への

ご協力お願いいたします。

LT
leader-training

当たり前のこと

広報・ブリテン事業委員長　

長谷川　幸　昌
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東京クラブの皆様
ようこそ京都キャピタルの花見例会へ

交流委員　仁　科　保　雄
　京都は４月の絶好の行楽日和に恵まれ、のはずでしたが残念
ながら今期のキャピタルクラブ恒例の花見例会は雨模様の中で
４月６日・７日の両日観光やゴルフでの交流を予定して開催さ

れました。
　今年は DBC 締結先の東
京クラブのメン、メネット
が多数ご参加いただき、に
ぎやかな例会となりました。
山口会長、柳　交流委員長
のお働きで素晴らしい交流
が出来たと思っています。
　おもいおこせばキャピタ
ルクラブの 10 周年記念事業
の一環として DBC を目標に
大先輩の東京クラブと兄弟
として締結を希望し「お茶
壷道中」という機会を与え
られ、キャピタルクラブの
メンバー全員が何名かで東
海道五十三次よろしく懸命
になってお願いのため歩き
とおしました。今、20 年の
歳月を経て大きな意味をも
つ結果が出せている事と思
います。
　花見例会の会場も「白沙

村荘」とぴったりと雰囲気のあった場所を選んでいただき、み
なさんの感慨もひとしおであったと感じられました。
　６日は同志社新島会館見学、７日も天候はあまりよくはな
かったのですが、桜花が雨にも負けず待ってくれていました、
平野神社、北野天満宮、御所の特別拝観と素晴らしいプログラ
ムであったと思います。ただゴルフを楽しみにしておられたメ

ンバーには残
念であったと
思います。し
かし、両クラ
ブのメンバー
の皆様に喜ん
でいただけた
事を一交流委
員として大変
うれしく思い
ました。

プ　ロ　グ　ラ　ム
第１日目　４月６日（土）
午前11時　JR京都駅八条東口改札付近集合
新島旧邸見学→バザールカフェ（昼食）→同志社大学（国の重要
文化財　クラーク記念館、チャペル、彰栄館、有終館、ハリス理
化学館　見学）※いずれも外観のみ
合同例会＆二次会
◎18:00～ 合同例会「白沙村荘」（橋本関雪記念館）
◎二次会　例会場隣接の「ノアノア」　ワイン片手に夜桜を

第２日目　４月７日（日）
平野神社→北野天満宮→ハートンホテル京都（昼食）→京都御所
※京都御所　一般公開中
　京都御所は、古来の内裏の形態を今日に保存しており、現在
のものは1855年に造営されました。
　1869年（明治２年）に御所の機能が東京に移されるまで、
代々天皇の居所・執務所でした。
　また、宮家や約200の公家の屋敷も敷地内にありました。
皇室典範に、第2次世界大戦前までは、即位は京都御所で行わ
れると決められており、大正天皇、昭和天皇は京都御所で即位
の儀式を行っていましたが、第2次大戦後、皇室典範が変わり、
東京で即位が行われる様になりました。

京都駅八条口東口改札付近で午前11時に、三々五々に来られた東京クラブの方メンバー12名とメネット８名を、
京都キャピタルのメンバー18名、メネット８名がお出迎えしました。大槻会長のお母さん（京都グローバル）と
姪の友

ゆう

波
な

さん（小学３年）も出迎えて友波さんはその後の一日の行動を大槻会長と共に楽しんだようでした。生憎の
小雨模様の中でも行く先々で満開の桜は咲き誇ってくれていました。
翌日に計画のゴルフは前夜からの雨で中止となりましたが、午後から天候が回復して昼食後には近くの裁判所周辺の
桜吹雪を満喫しながら、一般公開中の御所の紫宸殿を見学後解散となりました。
交流委員会の皆さんは東京クラブの方々の荷物の運搬や観光先の案内など、縁の下の力持ちとして今回のDBCの事
業を精一杯やり遂げられました事に感謝致します。
参加者　例会　メンバー70名（内コメット３名）　二次会63名（内コメット２名）　市内観光38名（内コメッ

ト１名）・７日　市内観光43名（内コメット１名）

４月第一例会（DBC合同花見例会）

東京クラブとメネット招待合同例会盛大に開催
４月６日 18時～ 21時　白沙村荘　　二次会　ノアノア

４月７日　平野神社にて
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音　楽　例　会
金　原　弘　明

　４月第２例会はシャナヒー様
をお迎えして音楽例会が開催さ
れました。シャナヒー様はフィ
ドル（ヴァイオリン）・足踏み
オルガン・パーカッションの３
人組みで、北欧の音楽をとても
心地よいハーモニーで奏でるグ
ループでした。３つの楽器で
……と書きましたが、実は３人
で他の様々な楽器を巧みに奏でるところも面白い……時には
ハープ、時にはウドゥ・ドラムと呼ばれる壺のドラムや鉄琴、

他にも木の実で作られた打楽器や 100 円ショップのフライパン
まで、それらが組み合わされ本当に心地よいハーモニーを醸し
出していました。途中挟んだ休憩時間には、たくさんの人が楽
器の周りに集まり、恐る恐る初めて見る楽器に触れて楽しんで
いたのも印象的でした。
　音楽例会はお酒も楽しめる例会ということもあり、メンバー
ゲスト２名（椿森昌史様・藤田浩史様）に加え、京都ウエスト
クラブからも次期京都部部長桂厚子様を初め、次期京都部役員

の方が４名も参加して頂
き、皆でお酒と音楽を肴
に楽しい時間を過ごすこ
とができました。
　例会後の２次会では、
メンバーゲスト２名と更
に交流を深めることがで
き、EMC にとっても大変
有意義な音楽例会となり
ました。

になることでしょう（入社したいかどうかは別ですが……）。
　個人的に何よりも嬉しく感じられたのは、ご参加頂きました
皆さんが笑顔でお話されり、美味しそうに食事をされていたり、
子供が楽しそうに餅つきしたり遊んだりしているのを間近に見
ることができたことです。昨年は自分が担当することだけにし
か意識が向かず参加者の皆様がどんな風にそれぞれ楽しんでお
られるのか記憶にありませんでした。
　今年は全体を見る役割の中で、参加者皆さんの生の表情を見
ることが出来たのがよかったです。また、来年、皆様、ご協力
お願いします。

超優良企業　株式会社キャピタル

地域奉仕・環境事業委員長　倉　見　直　樹

　この事業が終わった直後の感想は、「ほっ」と「ん～！」と
いう言葉に表されます。
　「ほっ」はそのまま、安堵の「ほっ」です。アクシデントも
なく、いつ降ってもおかしくない曇った空も何とか持ちこたえ
てくれ、ご参加頂いた皆さんにも喜んで頂けている様子でした。
終わるまでの間、一番気掛かりだったのは天気です。降水確率
は50％、降るか降らないか半々です。50％を超えていれば、降っ
ても「やっぱり」と諦めもつくのですが、「半々って！」、とい
う感じで気になっておりました。日頃の皆様の行いのお陰でほ
とんど降られることはありませんでした。本当によかったです。
　「ん～！」はキャピタルクラブの総合力？、個々の力？、な
んと表現すればいいか、的確な言葉が見つかりませんが、クラ
ブの皆さんのテキパキとした動き、自らの役割意識の高さ、様々
な場面においての対応力に改め
て感心しました。
　「誰か」がいないと上手く機
能しない組織、ではなく「誰も」
が役割意識を持ち、状況判断し、
動く。なかなかありそうでない
ことです。
　こんな組織を持った会社、例
えば株式会社キャピタル、みた
いな会社が存在したらスゴイ、
と思います。きっと超優良企業

4月第二例会 2013年4月16日（火）　19:00～21:00
ウェスティン都ホテル京都

リトセン・メタセコイヤフェスティバル開催 !リトセン・メタセコイヤフェスティバル開催 !
2013 年３月 31日㈰

長谷川さん第２子長男（丈
たけ

琉
る

くん）誕生祝
内廣さん金婚祝　おめでとうございます

ポン菓子協力をして頂いた
高槻クラブの森本さんご夫妻
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聖句の解説　人生は決して平坦なものではありません。む
しろ途方にくれてしまうこともしばしばであり、不安にお
ののき、ときには生きる望みを失ってしまうことさえあり
ます。しかし、私たちがこうした暗さを持っていることが
不幸なのではありません。こうしたときに力づけてくださ
る方を知らないことこそが本当に不幸なのであります。聖
書はアブラハムの信仰について「彼は望み得ないのになお
も望みつつ信じた」と記しています。
　「戦争の世紀」と言われた 20 世紀と違って新しい 21 世
紀こそ「公正で平和な世界」の実現を夢見たのでありまし
たが、その夢は無残にも 21 世紀の冒頭から打ち砕かれて、
いまもなお世界核戦争の恐怖にさいなまれています。ダビ
デは絶望のどん底にあるときも神によって自分を力づけ、
望みをもって生きることができました。私たちも、たとい
今が涙の谷を過ぎるような状態であろうとも、神を仰ぎ希
望をもって最善を尽くすものでありたいと願います。

参加した職員・メンバー皆さんの感想

鶴田　美律さん（大山医院スタッフ）
　先日はリトセン・メタセコイヤ・フェスティバルにお招きい
ただき、ありがとうございました。今回も、大山医院に通って
いるきこえやことばに障がいのある子どもたちとその家族・難
聴青年のサークル（虹のつばさ）が、０歳から？歳まで総勢
30 人で参加させていただきました。家族そろって参加できる
このイベントは、私たちにとってはとても貴重な交流の場で、
毎回楽しみにさせていただいています。
　今回は初参加の方も多く、たくさんのおいしいお料理にとに
かくびっくりしておられました。また、今年も子どもが楽しめ
るような餅つきやピザ作りに加え、輪投げなどの遊びも準備し
ていただき、家
族や友達と笑顔
で過ごす姿がた
くさんみられ、
とても嬉しいひ
と時でした。
　色々な方が集
う こ の よ う な
大きなイベント
は、その裏での御準備は本当に大変なことだったと思います。
キャピタルの皆さんのお気持ちに、心から感謝申し上げます。

岡本　友香さん（ベテスダの家）
　今回は初めて参加するスタッフが多く、どんなお祭りだろう
という期待と少しの緊張と共に会場へ向かいました。着いてみ
ると、こぢんまりとして暖かい雰囲気で歓迎していただき、と
ても安心しました。
　お祭りの内容も工夫が凝らされていて、私達のメンバー（利
用者さん）達は、各々に楽しむことが出来ました。ある方は、
音楽やゲームで盛り上がり、またある方は周りから心配される
ほど、屋台メニューを沢山味わっていました。本格的なカマド
で焼くピザにはびっくり！　ピザ作りを喜ぶメンバーも。好み
の男性がいないか、密かにチェックしている女性メンバーもい
て、お眼鏡にかなった男性がいたとかいないとか !?

　このように皆が自由に
過ごせる、とても居心地の
良いお祭りでした。個人的
には、不思議な動きをする
メンバーを見ても物怖じ
せず、元気に礼儀正しく何
度も飲み物をくれた、小学
生の女の子がとても印象

に残っています。素敵な時間をありがとうございました！
　今年度も参加させていただきありがとうございました。また、
来年度も是非声をかけて下さい !!

みっくすはあつ
◦難聴の５才の女の子……今までなかなか相手にしてくれ

なかったのに私が歌っている姿をみて、その日初めて話
しかけてきてくれました。そういう機会がないとなかな
かお互いに感じあえる時間がないので良い機会をいただ
きました。ありがとうございました。

◦宝探しゲームであたった景品のバドミントンで久しぶり
にみんなとバドミントンをすることができて楽しかった
です。

◦ゆのとうちあき
らさんの音楽に
合わせてみんな
で踊ったのが楽
しかったです。

◦普段仕事場では
一 緒 だ け れ ど、
余暇の場で職員
さんと一緒にい
れたのが楽しかったです。

◦焼き肉を食べられてよかったです。
◦キャッチボールができて楽しかったです。

岡本　　都さん（京都YMCAこおろぎ）
　メタセコイヤフェスティバルにお招き頂きありがとうござい
ました。
　地域社会で様々なハンディキャップを負っておられる方々と
共に集い、沢山の美味しい食事と様々なプログラムに参加でき、
素敵な一日を過ごす事が出来ました。
　私達は視覚に障害がある方と共に参加致しました。その中の
男性の方は見えないという不自由さの中で、精一杯生きている
事を会場の皆さんに理解して頂くために、登山やダイビングを
体験している事をお話されました。

　最後に「上
を向いて歩こ
う 」 を 皆 で
歌って終わり
ました。キャ
ピタルクラブ
の皆様のお力
添えに感謝致
します。あり
がとうござい
ました。

京都センチュリークラブ 25 周年記念例会
山　口　雅　也

　さる４月 14 日（日）、ハートンホテル京都にて京都センチュ
リークラブの 25 周年記念例会が開催されました。大槻会長さ
んのご挨拶の後、記念アクトの贈呈があり、お楽しみ企画とし
まして毎年開催されている名物例会「センチュリー寄席」の第
１回の出演者である桂塩鯛さんの落語を楽しみました。その後
の懇親会もアトラクションもあり、楽しいひと時を過ごしまし
た。25 周年おめでとうございます。

参加者　金原、仁科、仁科メネット、柳、柳メネット、山口（雅）、
山田（英）　計７名
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私にとって仕事とは。業とは
　西　村　融　正
　私が大学の頃、世間は「バブル」の絶頂期でした。「財テク」
なんていう言葉があり、テレビでは「男女７人～物語」を
放送してました。女性の眉毛も太かった気がします。私も
ノーテンキな学生でした。
　その頃、私のアルバイト先の喫茶店に一人の女性がお客
として来るようになりました。「ケバくて綺麗なお姉さん」
これが私の第一印象でした。その内一緒に飲みに行くよう
になりました。しかしそこには甘い男女の会話もなく、彼
女の仕事の話が多かった気がします。そこにいたのは大人
（社会人）でした。彼女を好きになりましたが、「学生さん」
では。
　私が初めて、早く働いて大人になりたいと切に願った瞬
間でした。彼女と出会ったことで、物事に対する気構えが
変わりました。要するにスイッチを入れてもらったのだと
思います。
　未だ「私にとって仕事とは。業とは」という問いに、明
確な答えを持っていません。この問いに対して、私は一
生喜び悩みながら自分なりの答えを探していこうと思いま
す。

堀　一行さん
　橋　本　眞　一
　「田中工務店の堀です」。1990 年８月初旬、御蔵山スポー
ツ少年団野球チームの夏季合宿初日です。長男が１年前に
入団、私はその活動に巻き込まれないようにと、その日ま
で一度も顔を出したことがなかったのです。男手が足らず、
どうしても参加をと家内が頼まれてきたのです。夕食後、
親だけが集まっての酒盛りです。堀夫人と仲の良かった家
内が、「主人は学生時代野球部」と口を滑らせたのが運の尽
き、１ヵ月後には第８代監督です。堀さんは次男、三男が
チームに所属、少々（？）口煩い父兄コーチとしての参加
でした。
　２年４ヵ月後に退任するまで毎週土日休み無しです。疲
労困憊でしたが、楽しく充実した日々でした。退任後ホッ
としたのも束の間、キャピタルクラブへ考える猶予も無く
半ば強引に引っ張り込まれ、その２年後にはロータリーク
ラブへ……。幸いどちらのクラブでも良いメンバーに恵ま
れ、今日を迎えられているのは有難いことだと喜んでいま
す。今、仲間の輪の中に堀さんが居られないことが残念で
なりません。きっかけを頂いた堀さんとの出会いに感謝で
す。

歴史は、まだ動かない！
　松　井　陽　子
　「歴史は、まだ動かない！」原稿依頼が来た時の、私の率
直な感想だ。最近時々、「今京都で、伏見で、議員をしてい
る不思議」を思う。というのも、私の人生は、スキ・キラ
イに関わらず、さすらいの人生だったからだ。京都に生ま
れたが、父の仕事の関係で、西宮、堺、新潟、金沢に住み、
その後、つくば、東京、大阪と、転々としている。そして、
今、京都に戻り、伏見にいる。
　先月までインターン生が事務所に来ていたが、私の将来
に「政治家」という選択肢ができた頃のことを色々と思い
出していた。まさに「ご縁」で、私の人生はクルクルと回っ
てきた。
　そして、これから―。これからは、自分の意志で将来を
描いていこう！　今、私には、いくつかの夢がある。いつ
か会社を創ってみたいと思うし、大学で学生達に教えたい
とも思う。そして何より政治家として、もっともっと皆様
の役に立ちたい。夢はいっぱいだ。まだ、歴史は動かない。
そうだ、これからだ！

その時歴史は動いた
　山　田　英　樹
　人生における分岐点、もちろん私にも幾つかはあったので
すが、直近で考えるとやはりキャピタルクラブの会長就任が
大きな転機であったように思います。短く言ってしまうと、
たかだかボランティアクラブで一年間メンバーの代表を務
める。という事になるのですが、なかなかどうして私にとっ
てはこれがすごい出来事だったというわけです。任期中はた
だもうがむしゃらに、必死になってくらいついていく、とい
うような雰囲気なのですが、今思えばいろいろな事において
吸収することが多い日々でした。そして気づけば気づくほど
先人の偉大さやありがたみを感じています。
　『キャピタルの会長は重い』よく言われる言葉です。当時
もそう感じていましたが、時間が経過すればするほどその
思いが大きくなってきます。これから会長になる皆さんに
も是非そのプレッシャーを楽しんでいただけたらと思いま
す。私の場合という注釈は必要ですが、『使用前から使用後
へ』と言っても良いぐらい世界が変わりました。不思議な
ものです。
　そしてその感覚は仕事であろうがプライベートであろう
があらゆるところで見事なまでに生きています。『キャピタ
ルの会長は重い』良く言われる言葉ではありますが、やは
りその時が私の人生の転機であったのだと思います。

世界マラリア・デー（4月25日）に寄せる
潘基文（パン・ギムン）国連事務総長メッセージ

　2000 年に世界の指導者たちがミレニアム開発目標（MDGs）を
採択して以来、各国政府、国連機関、慈善団体、そして企業は、
幅広いパートナーシップの下に結束し、何億人もの人々をマラ
リアから守ってきました。国際的な財政支援の増加とともに、
マラリア流行国における政治的取り組みも拡大されたことで、
予防的な介入の大規模な増加と診断検査や救命医薬品の広範な

普及が進行し、百万を超える人々の命が救われてきたのです。
　マラリアの発生を阻止し、その後発生率を下げるという
MDGs の目標が視野に入ってきた今、50 カ国においては、マ
ラリアの罹患者を 2015 年までに少なくとも 75% 減らすという
取り組みが順調に進められています。しかし、大きな課題は残っ
たままです。マラリアは、現在も主としてアフリカの後発開発
途上国（LDCs）に大きな犠牲を強いており、何百万もの人々
が依然として命を救うための介入を受けられない状態に置かれ
ています。
　アフリカでは、1 分に 1 人の子どもがマラリアで命を落とし
ています。監視体制が不備であるため、症例は著しく過少に報
告されており、データ収集の改善も徐々に進んでいるとはいえ、
各国政府と世界保健機関（WHO）は、マラリアがどこで発生し、

そのとき　あなたの歴史は動いた

Information
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編集後記
　長文を書いてもらう側から書く側になった今号、
会長と各委員長の大変さをまた一つ実感しました。
今期ももう少しですが、より一層のご協力をよろ
しくお願いいたします。

広報・ブリテン委員長　長谷川幸昌

〈西日本区報告〉　
・西日本区大会　６月22日～23日　名古屋能楽堂
　参加者：メン 17 名　メネット５名（４月 26 日現在）

〈京都部報告〉　
・ YYY フォーラム　４月28日（日）　15時～　リトセンにて
・第２回交流委員長懇談会（懇親会）　５月31日（金）　YMCA にて
・京都部メネット懇談会　５月18日（土）　がんこ　高瀬川二

条苑にて
・ 2015 年度西日本区理事輩出及びアジア大会ホストクラブ

立候補の要請
〈YMCA報告〉　

・リトセン夜桜フェスタ　４月28日（日）　17：00～20：00
・かもがわチャリティーラン　５月19日（日）　9：30～15：30
　競技参加者募集　協賛：企業 19 社　個人５名

〈三役会報告〉　
・臨時ジャガイモファンドの件
・各事業委員会下半期報告書提出の件　次回三役会・役員会

にて検討　提出期限　５月20日
・６月の役員会　次期と合同で開催
・長谷川さん第二子誕生のお祝い（４月第二例会）
・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　YYY フォーラムの

案内　４月28日（日）　15：00～16：30／夜桜フェスタ　４月
28日（日）　17:00～20:00／チャリティーラン　５月19日（日）
　鴨川公園 8：30 集合
・地域奉仕・環境事業委員会　リトセン・メタセコイヤフェ

スティバルの報告　３月31日（日）開催　参加者　大人97名
　子供10名　合計107名
・ドライバー事業委員会　開催済例会の報告（費用の報告）／

今後の例会予定について／メタセコイヤフェスティバルに
協力いただいた高槻クラブ森本榮三さんから 5,000 円のニ
コニコ／５月第２例会後に懇親会を開催
・交流事業委員会　４月６日（土）～７日（日）　東京クラブと

の交流事業についての報告　合同花見例会（白沙村荘）　70
名（内コメット３名）・二次会（ノアノア）　63名（内コメット
２名）・市内観光（６日）　38名（内コメット１名）・市内観光

（７日）　43名（内コメット１名）／交流事業実施報告書（案）
を回覧
・ファンド事業委員会　４月例会でのファンド収益報告／た

んかんファンドの顛末の報告／今後のファンド実施計画
・広報・ブリテン事業委員会　５月号・６月号骨子、原稿依

頼、入稿状況の確認／５月号でメタセコイヤ・DBC 特集
号（６ページ）／ブリテン掲載の Y's ロゴを新国際基準のも
のに変更／キャピタルクラブの Facebook ページの作成に
ついて

・EMC事業委員会　例会出欠報告／メーキャップ対象行事
の確認と欠席者に対するの案内配信／５月２日　第５回誕
生日回（招待者：７名）／メンバーゲストの報告／例会欠席
者について

・引継PT　PT メンバー氏名の紹介
〈審議事項〉　長谷川さんお子さん誕生のお祝金について　承認
 　　たんかんファンドの原価拠出の件　原案どおり承認
〈その他〉　　委員会報告書・下半期報告書の提出期限　５月20日（月）
 　　神﨑さんと志田さんの還暦祝、内廣さんの金婚祝の件
次回三役会　５月24日（金）　19：00～　於：わこん
次回役員会　５月28日（火）　19：00～
 　　於：ウェスティン都ホテル　平安の間

メ　　ン　山口　雅也　５月10日　　山田　隆之　５月13日
　　　　　大山　謙一　５月27日　　大門　和彦　５月31日
メネット　勝山　憲子　５月３日　　長谷川絵理　５月16日
　　　　　志田　千鶴　５月23日
コメット　金原　佑征　５月６日　　大門　勇斗　５月８日
　　　　　田中啓太郎　５月24日

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

流行動向がどのように変化しているかについて、極めて限られ
た情報しか得られていません。薬剤耐性があるマラリア原虫と、
殺虫剤抵抗力がある蚊の出現によって、マラリアという執拗な
脅威が生命と生産性にもたらす闘いは、さらに複雑になってい
ます。
　最近、マラリア対策への世界からの資金援助が頭打ちとなっ
ています。2015 年の期限までに、マラリアによる死者をほぼ
ゼロにすることが MDGs で掲げられており、必要な資金の半
分がすでに投じられています。しかし、依然として年間 30 億
ドル近くが不足しています。そのため、アフリカにおける重要
なマラリア予防・治療介入の拡大が鈍化し始めており、特に、
長期使用が可能な殺虫剤で処理された蚊帳の配布が滞り始めて
います。
　マラリアの再流行を防ぐために、特にマラリアの被害が最も
深刻な 10 カ国において苦しみを軽減し続けるために、国際社
会は、必要な資金を提供することで、リスクにさらされている
すべての人々を守り、新たな対策を開発するための研究と革新
を支援していく必要があります。まず、世界エイズ・結核・マ
ラリア対策基金の補充を最優先としなければなりません。
　今年の「世界マラリア・デー」のグローバル・キャンペーン
のテーマは「未来に投資し、マラリアを撲滅しよう（“Invest 
in the future. Defeat malaria.”）」です。マラリアの制圧は、
人間の健康を改善するだけではありません。社会福祉と経済発
展にも寄与するのです。私は、マラリアが流行している国々の
政治指導者を含む世界の保健関係者に対し、それぞれの責任あ
る取り組みを継続することで、マラリアの予防・医療介入を受
ける機会を万人に提供し、予防も治療も可能であるこの疾病が
もたらす無用な苦しみに終止符を打つように強く促します。

（国際連合広報センター　プレスリリース　2013年４月25日より）

会員協議会のご案内

日　　時　　６月28日（金）　午後７時～９時
場　　所　　京都 YMCA　地下マナホール
お問合せ　　電話（075）231－4388

韓国仁川YMCA少年少女ヨーデル団＆
管弦楽団来日コンサート

　韓国・仁川 YMCA が組織する少年少女ヨーデル合唱団
＆管弦楽団の来日コンサートを開催します。ぜひ、素晴ら
しい歌声、演奏を聴きにお集まりください。
　日　　時　　６月７日（金）　午後６時～７時
　場　　所　　京都 YMCA（入場無料）
　お問合せ　　電話（075）231 － 4388

2013年4月23日（火）19:00～21:00
ウェスティン都ホテル京都　平安の間

第10回　役員会議事録


