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　　クラブ主題　『原点回帰』—共に考えよう　奉仕の心—
 国 際 会 長 主 題　『Go Ye Into All The World』—全ての世界に出て行こう—
　　  スローガン   “Extention, Extention, Extention”
　　　　　　　　　—エクステンション、エクステンション、エクステンション—
 アジア会長主題　『Start Future Now』—未来を始めよう、今すぐに—
　　  スローガン   “One Asia One World”—ひとつのアジア、世界はひとつ—
 西日本区理事主題　『Attend club meeting with a clear motive to make the most of them』
　　　　　　　 　“志をもって例会に参加し、学びの機会をもちましょう”
　　  スローガン   “Your experience makes you a good Y's man”—経験がワイズを育みます—
 京都部部長主題　『Let us join hands』—さあ! 手を取り合ってワイズの輪を広げましょう—

　今期山藤会長の下、三浦ワイズと一緒に会計をさせて頂いております。前回は上
原会長期（18期）に初三役（会計）をさせて頂きましたが右も左も解らぬまま会長・先輩
三役ワイズにご指導頂きながら、あっという間の一年だった事を思い出します。（数々
の失敗にもフォロー頂き有難うございました。）今期は二回目の三役（会計）というこ
とで初三役の方を引っ張っていく役柄ではありますが、山藤会長の主題『原点回帰』

のように初心に戻り三浦ワイズと共に会計頑張っております。
　また今回は前回以上に三役の重要性・難しさ・面白さを感じています。クラブの表面だけでなく三役を通し
てクラブの中を見る事によってグローバルが本当に素晴らしいクラブだという事を改めて感じています。
　私は常々奉仕クラブとは…クラブメンバー全員が主人公、そして活動はバランス良くと考えております。
グローバルには誰もが主人公になれる仕組みが有り、またクラブメンバーの生活環境によって活動への関わ
り方が異なってきますが…それを受け止める懐の深さがあると思います。
　今期はEMC委員会の御努力で多くの新メンバーが入会されました。皆さんもこれから委員長を経験し、
近い将来三役のオファーが来るかと思います。その時は快諾頂き三役をenjoyして頂きたいなと思っており
ます。残り後数ヵ月会計業務は勿論ですが今期会長主題『原点回帰』・副題「共に考えよう奉仕の心」を胸に今
までより一層メンバー皆が和になって楽しめるクラブになるよう微力ながら尽力させて頂きたいと思ってお
ります。今後とも宜しくお願い致します。

例　会　出　席 B F ポ イ ン ト ニ　コ　ニ　コ フ　ァ　ン　ド

＞＞奉仕活動・正義の追求・会員啓発・健全な交友関係＜＜

３月第一例会 47 名

３月第二例会 45 名

在  籍  者  数 63 名
 （広５）
出 　 席 　 率 　98％

３月末
切　　手 6.47kg

現　　金 85,400 円

累　　計 85,400 円

３月
第一例会 35,000 円

第二例会 40,200 円

累　　計 406,153 円

３月

 1,269,675 円

累　　計 1,269,675 円
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会　長　山　藤　　　哉
副会長　橋　本　達　士
　〃　　髙　橋　秀　樹
書　記　油　　　弘　幸
　〃　　上　原　　　康
会　計　三　浦　　　治
　〃　　森　下　克　己

【強調月間】 YMCA サービス
ワールドドリームファンド

３月

累　　計 0 円

聖　句

　イエスは弟子たちに言われた。「だから、言っておく。命のことで何を食べようか、体のことで
何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切だ。」

新約聖書　ルカによる福音書　12章22節～ 23節

「二回目の三役」　　 　会　計　森 下 克 己

メーキャップ ３名
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２月第二例会（通常例会）報告（２月19日＜水＞R・R・H）

３月第一例会（通常例会）報告（３月５日＜水＞R・R・H）

京都部CSチャリティーボウリング大会（２月23日＜日＞しょうざんボウル）

大江　典人

中井　猷晃

大石　周生

　野村吉泰君の司会で２月第二例会が始まりました。山藤
会長が元気よくソチオリンピックなどの話しをまぜながら
挨拶・役員報告・各委員会報告と続き、加藤連絡主事
の食前の感謝の後美味しい中華料理を頂きました。
　今回はゲスト講演者として大阪糖菓株式会社 代
表取締役 野村卓様をお招きし「王様フラット野村の
熱意」の演題でご講演頂きました。「昭和23年生ま
れの王様65才」娘さんによる演奏であいうえこんぺ
いとうの歌（３年前に作曲）１番・２番・８番をみんな
で唄い「123で王様～!」の合図でご登場。大きな拍手
でお出迎えしました。王様（野村卓様）まずはポルト
ガル語で元気に挨拶。こんぺい糖ミュージアムを始
めて11年。お若い頃の苦労話・花との出会い（あじさ
い）で年間40万個、10年間くらい大ヒットされうれ
しかった話しなどをされ、大阪人はスピードが命と
48才で社長に就任!! 大勉強!! こんぺい糖のルーツを

　時間通り例会が始まり元気に挨拶を交わ
し、一寸した緊張も解け和やかな雰囲気が
漂う中、開会宣言・会長挨拶・ワイズソング・
宣言唱和と順次進行し、例によって中国語
の練習がありました。リーダーは練習され
たのでしょう上手でしたが我々は、発音と
かアクセントが日本語と違いあちこちで笑

い声も出ました。今回は２つの
議題からなる臨時総会があり、
山藤議長進行のもと第22期各事
業委員長の発表があり、また橋
本次期会長より新委員長を代表
して来期に望む決意が述べられ

　２月23日（日）しょうざんボウルにて、第11回
CSチャリティーボウリング大会が全レーンを
貸切って盛大に開催されました。我がクラブか
らは、メンバー 13名・コメット４名の計17名で
の参加となりました。午後３時の始球式でゲー
ムがスタートし、私は娘と萩原地域奉仕委員
長・朱香ちゃんの４人で同じレーンとなりました。各レーン
からは大きな歓声が聞こえ大いに盛り上がりました。途中、
私と娘と朱香ちゃんの三つ巴の争いになる場面もあり少し

探る為ポルトガルまで行かれ、
深い文化がある事を知り、そ

の思いを伝えたいとこ
んぺい糖ミュージアム
を作られたとの事!! 王
様の衣装も大変かわい
らしく人を楽しませる
容姿で子供達にも好か
れそうなゆるキャラ「ぺいとんちゃん」もかわいらし
く優しそうな娘さんもとってもユニークな人柄で素
敵でした。「注射や薬に変わるもの、それは夢とロマ
ン!!」ワクワクするものを見つけて、ワクワクするも
のを探してほしいと王様。楽しい講演の最後は王様
自らギターで弾き語り。素敵な一曲を演奏して頂き
ました。次の時代は魔法使いになられるとの事!! とっ
ても楽しいご講演でした。ありがとうございました。

ました。その後次期会長研修費の贈呈があり
引き続きYES献金の承認が決まりました。楽
しみな今回の講演は落語で、演者は関西大学
出身で海外でも活躍され英語落語も得意とい
う若手の林家染太さんでした。演題は古典の

「時うどん」で例によってしっかり者とまぬけ
者のやりとりでし

た。演じた後、会長に指名があ
り「うどんの食べ方」の伝授があ
り上手に演じられ拍手喝采でし
た。余興に南京玉すだれがあり
爆笑の内に終わりました。私は
すだれの仕掛けに感心しました。

焦りましたが、楽しいボウリングとなりました。
表彰式では、なんと! 地域奉仕・環境主査賞を頂
き大変驚きました。そして、ブリテンの原稿執
筆のおまけ付! 普段子供
達と過ごす時間がほとん
ど無い中、親子の親睦を

図る良い時間が持てました。来年は
娘に負けるかも…参加メンバー・コ
メットのみなさんお疲れ様でした。

　京都部EMC事業懇親会が2014年２月21日
に祇園の燕楽八坂にて開催されました。小林
EMC事業主査の開会宣言及び京都部の現況
報告がありました。今期の京都部の期首のメ
ンバー数は491名でしたが、現在は11名増の
502名とのことです。続いて桂厚子京都部部

京都部EMC事業懇親会（２月21日＜金＞燕楽八坂） 久保田　雅彦

長の乾杯で懇親会が始まり、芸子さんを交え
て食事をしながらEMC事業について他クラ
ブの皆様と意見を交わし大変勉強になりまし
た。また多くのワイズメンと懇親を深めるこ
とができ、大変充実した懇親会でした。クラ
ブからはEMC委員会の５名が参加しました。
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　今年は、例年の２月開催では無
く３月開催となった事で例年より
は寒さが和らぎ、選手のみなさん
が最高の天候のもとで３月９日第
25回車いす駅伝が国際会館前から
スタートしました。
　私達は、グランドプリンスホテ
ル京都に８時30分に集合し第二走

者をバスに乗せ、いざ第一中継ポイントへ! 中継ポイント
では、第一走者から第二走者へと次々と風を切りながらス
タートしていきました。第一走者が走り終えた後、清々し
い笑顔で談笑しているのを見て「ハンディキャップがある
のに人生エンジョイして
はるなぁ〜」とこちらも
笑顔になりました。
　第一走者のみなさんを
乗せゴールの西京極陸上
競技場へ無事到着。表彰
式を横目に見ながらカ

　３月９日（日）2013年度京都YMCA卒業リーダー祝会が
京都YMCA本館にて午後２時より開催されました。今年
卒業するリーダーは25名でした。第１部の礼拝の後、第２
部では全員の紹介の後、京都のワイズメンズクラブの代表
から卒業リーダー１人１人に卒業文集を贈呈しました。卒
業リーダーのスピーチでは各々が４年間の学校では学べな
い素晴らしい経験や子供達そしてリーダー同士の思い出話

第25回 全国車いす駅伝大会サポート報告（３月９日＜日＞グランドプリンスホテル京都）

京都YMCA卒業リーダー祝会（３月９日＜日＞京都YMCA三条本館）

島倉　泰三

山藤　哉

レーと豚汁を頂きまし
た。こちらも毎年恒例と
の事。お腹一杯になった
後に最後のサポート。選
手をバスに乗せ無事終了
しここで解散となりまし
た。私は、今回初参加で
何をどうしていいかわか

らず最初は、メンバーの行動を観察しながらのサポートで
したが段々と要領とコツを掴んできて活動出来るようにな
りました。次回は即戦力になれるよう頑張ります!
　今日一日選手に
笑 顔 と 感 動 と パ
ワーを頂きました。
我がクラブの参加
者 は、 合 計19名 で
した。ご協力頂い
たみなさまお疲れ
様でした。

の中で自分の成長を語って
おられました。第３部の祝
賀パーティーでは現役リー
ダー・OBも参加して、１階
のロビーで大盛り上がりで
した。卒業おめでとう御座
いました。

　バブル崩壊の足音が聞こえ始めた1993年にチャー
ターナイトを迎えたわがグローバルクラブ。経済の浮
き沈みと共に会員数の増減はあったものの、現在63名
と立派なクラブへと成長してきました。28歳でチャー
ターメンバーとして入会し、早21年。人生の４割強を
共に歩んでおります。
　何を書こうか悩みながら先輩諸氏の原稿を読み返す
と、大きな事は語られているので、楽しかった、また
印象に残っている例会等を上げます。
　まずはチャーターナイト。なにもかも華やかでまた
パワフルな先輩方に圧倒された日でした。次に愛知会
長時代の余島の野外例会。YMCAが島を所有している
というのも驚きでしたが、人生の大先輩達と一泊を共
にし、語り合った経験は人生の転機となりました。そ
して谷口会長時代より続いた京小山の家の一泊例会。

2000年７月　・紫式部を肖像とした二千円札が発行される
2000年９月　・シドニー五輪　女子マラソンで高橋尚子選手が大会新記録で金メダルを獲得し国民栄誉賞を受賞
2001年３月　・大阪府にユニバーサル・スタジオ・ジャパンがオープン

20年の歴史を振り返ろう（2000年7月〜2001年6月） 　第８期会長　山岸　祐治

長谷川会長時代の体育例会で人生初
めてジャズダンス？をしました。そ
してゲストで落語家をお招きし、初
めて落語を聞き面白さに衝撃を受け
ました。また、台湾の訪問で人生初
めて三日酔いを経験。澤田会長時代
のグローバルキャビンの贈呈（娘の手型足型はまだ残っ
てますね）の５周年記念例会。近江八幡クラブとの合同
例会で屋形船での「すき焼き」。等上げればキリがあり
ません。もちろん通常例会でも思い出はたくさんあり
ます。設立５年迄で文字数が限界に来ました。続きは
機会がある時にまたお話します。
　グローバルに入会し「人生初」を沢山経験させてもらい
世界が広がりました。グローバルクラブに感謝し、これ
からの発展に微力ながら貢献したいと思っております。
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