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★クラブ会長主題 「もう一度！！心と体で
たい
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〜さすがウイングだからウイングクラブ〜

」

●今月の聖句

塩は良いものである。だが、塩に塩気がなくなれば、あなたがたは何によって
塩に味を付けるのか。自分自身の内に塩を持ちなさい。
そして、互いに平和に過ごしなさい。
マルコによる福音書 / 9章 50節

☆国際会長（IP）
JOAN WILSON
主 題： "Our Future Begins Today"
“われわれの未来は、今から始まる”
ｽﾛｰｶﾞﾝ："Together We Can Do So Much
More"
“手を取り合えば、今よりさらに多く
のことができる。”
☆アジア地域会長（AP）
Tung Ming Hsiao（台湾）
主 題："Respect Yʼs Movement"
“ワイズ運動を尊重しよう”
ｽﾛｰｶﾞﾝ："Solidify the Yʼs Men Family Better
World"
“よりよい世界のために、
ワイズメン
・ファミリーの絆を強めよう”
☆西日本区理事（RD）
岩本悟（熊本にし）
主 題：
「ワイズ魂で 更なるワイズの活性
化を！」
“Energizing Yʼs Men”
☆京都部部長
廣井武司（京都プリンス）
『子どもたちの未来のために
さあ始めよう、
ワイズの叡智と行動で』

「がん患者さんの会」１０年を迎えて
中島敬泰

「手術の前にお墓に行っておこう」
という家内の一言で山科にあるお墓に行
きました。
ろうそくとお線香を立て、家内は一足早く祈り、
「あとはあなた一人で
お父さんとお母さんにお願いをしー」
と言い残して駐車場に戻っていきました。
こんなことは初めてです。家内の気づかいでした。
お墓の前で灰色の世界を覆
う、心配、不安をなんとかしてしてほしい、生かしてほしい、
と両親に訴え、涙し
ました。
両親の前で僕一人にしてくれた彼女の心づかいに今でも感謝しています。
これは、約１２年前、
「舌がん」
を発病した術前の出来事です。
こんな辛い、不安な思いをされている多くのがん患者さんと気持ちを共有出
来たらと思い、
カウンセラーとしての経験を活かし、がん患者さんの会を立ち上
げ、丸１０年を迎えることが出来ました。
単にがん患者さんの会を立ち上げただけではなく、いのちを限りあるものと
実感し、がんを経験した者こそが出来る社会に対しての責任として感じたから
です。社会の流れに逆らわず、いや逆らう気力も勇気も無く、
ただただ怠惰に過
ごしてきたこの長い人生での初めての大仕事です。
がんを患い失う事もあったが、神さまによって生かされ、
自ら生きる事を気づ
かせてもらったことはすごいことですね。
肉体的、精神的に老いを感じ、人生の仕上げを考える今日この頃、がん患者
さんの会を通して、人生に大きな影響を与えた一出来事として記憶に残してお
きたいと思いす。
インド旅行、路上で寝起きをし、物乞いを糧とする社会的な弱
者の人たちをみたとき、
これも大きな影響を与えた一出来事です。
もう一つ忘れてはならないのは、理念を共有するワイズ、ＹＭＣＡとの関わ
りが人生に大きな影響を与える原点であったことは言うまでもありません。
DATA OF JULY
●7月在籍者45名
メンバー
メネット
コメット
ゲスト
ビジター

第１例会
36名
0名
0名
0名
0名

●7月月間メイキャップ者数
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●7月月間出席率

0 pt
●BFポイント 切手
現金
0円
7月分
●ニコニコ 7月分
10,000 円
●ファンド 7月分
0円

第２例会
32名
12名
7名
5名
0名
4名

累計
累計
累計
累計

93.3％

0 pt
0円
10,000 円
0円

8 月の強調テー マ

Youth
Activities

ユースに国境を越えた友情を体験する機会を
提供し平和な世界を築きましょう！

堤弘雄 Ｙサ・ユース事業主任
（熊本クラブ）

7月の例会

【第一例会】日時：7月7日(木)19:00〜21:00

司会：今村ワイズ プログラム：「定時総会」キックオフ例会
【第二例会】日時：7月23日(土)19:00〜21:00 納涼例会 東華菜館

ホテル日航プリンセス京都

１年をしっかり諮る定時総会

やっぱりワイズの納涼例会

いよいよ３０期が始まり、今期初仕事となる開会点

7月23日（土）恒例のウイング家族同伴納涼例会が

所信表明に続いて初めての会長挨拶も、みんなの

した。当日は会長・三役・ドライバーの日頃の行いが

淡々と進み、決算もさらっと終わってしまうと、いくら

えないほどの好天・涼風に恵まれました。佐々木会

鍾をそつなくこなした佐々木会長。引き継ぎ例会の 「東華菜館」屋上のビアガーデンで盛大に行われま
期待に十分応えてくれた。29期の報告が書記により よほど良いのか？梅雨明け、真夏の四条通りとは思
済んだこととは言え、少し○○感が残る。
しかし今日
から３０期、次の役員の舵取りに期待がかかる。考

えてみれば、
これから先の一年間の方向と具体的な

長の開会挨拶の後、次期会長の北川ワイズの乾杯

発生があり、早速ビアパーティーが「ワイワイガヤガ

ヤ」
と始まり、京都の老舗中華料理店の味を一同楽

活動内容が決まる大切な場であり、前の席で三役が

しみました。
ビールの後には、美味しい紹興酒も頂き、

先日、舞鶴の地に新しいクラブが誕生した。全員が

が開催され、
ゲストやメネットの方々も含め、大いに

案に方針も計画も予算も間に合わず、設立準備委員

会中締めとなり
「二次会」会場への移動とあいなりま

入れ替わるといやがうえにも緊張感が高まってくる。 酔いが回ったところでドライバー企画のゲーム大会
新しいメンバーで、準備期間も短く、設立総会の議

盛り上がりました。
あっと言う間の２時間が過ぎ、閉

の一員として大変申しわけない思いで総会を迎え

した。
ドライバー委員会の皆さん当日は本当にご苦

た。
もちろんチャーターナイトに向けて今彼らは真剣

にそれらを準備している。一年のスタートにそのこと
がどれだけ重要なものか身にしみて、そして改めて

気づかされた。ひるがえって我々のクラブを見れば、
準備に十分な時間がある。次期の役員研修会の前

に各委員会が開かれ、用意された会長方針の下に

それぞれの事業をどのように展開していくか、誰の

ために、何のために・・・・。議論を重ねる時間はたっ

ぷりある。毎年のことだから中々気づけないけれど、

この準備期間がとても大切だ。そして各委員長が今
日、それぞれの事業にかける思いの丈を語ってくれ
た。準備の成果に大いに期待したい。
（藤田寿男）
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労様でした。
（野崎智之）

7月の事業参加【サバエ開設ワーク】

【リトセン夏季準備ワーク】

日時：7月3日（日）場所：リトリートセンター

日時：7月10日（日）場所：サバエキャンプ場

喜びはカレーと共に

琵琶湖とカヌーとキャンプファイアーサバエワーク

7月3日(日)、30期佐々木会長の今期最初の事業、
リ

前日の天気予報では曇り時々雨の予報に反して、
カ

トセン夏季準備ワークが行われました。佐々木会長

ラ梅雨の30℃を超える猛暑の中での、開設ワーク、

した。その効果があったのか、新しいメンバーの参

伸びに伸びまくった雑草を暑さでオーバーヒートし

を盛り上げる為にも、多くの参加を呼び掛けていま

例年のごとく、キャビン周辺の草刈り！
！ 辺り一面、

加もあり、違った様に思いました。
ワークの内容は毎

た草刈り機を交互に休ませながら、10台程の草刈り

土手の補修工事と単純作業ですが、時期が時期で

草を１ヶ所に集め焼却、一輪車で集めて次々と燃や

て２０年近く参加しています、暑くて、結構重労働な

いの一輪車と一緒に勢い余って、焼却穴にダイブし

年大きく変わらないですが、
グランドの草刈、施設、 機を駆使し、キャンプ場の奥の奥までと、大量の雑

すから暑いのには参ります。
ウイングクラブに入会し し始める中、西野ワイズが勢い余って雑草でいっぱ
のですが、仲間と一緒に汗を流すこと、綺麗になっ

て、びっくり！！ 幸い炎の無い部分でした。ホッ！

食べれる等々。自分の中では年中行事の一部にな

りとシャワー室の床のペンキ塗りが終わり、遅めの

参加したいと思います。
（石田賢三）

もの様にチームワークで順調に開設準備を終えまし

た施設を利用して貰う喜び、美味しいカレーライス
っている様です。体が動く間は、邪魔にならない様に

暑い中、熱い参加メンバーにより、お昼頃には、草刈
昼食をとり、休憩もソコソコに後片付けをして、いつ

た。
ソラシドキャンプで子供達が遊び廻る様子を想
い浮かべながら、良い汗を掻きました。参加メンバ

ーの皆様、お疲れ様でした。
（山内達也）

職員さん紹介

Y
M
C
A

本 部
上野貴子さん

京都ＹＭＣＡ本部スタッフの上野貴子です。
2014年度に入職、今年で3年目になります。
（社会人生活は早いもので11年目
です。）ＹＭＣＡスタッフでは唯一の静岡出身です。
担当業務は主に会員関係と広報、担当委員会は活動委員会、ボランティアビュ
ーロー専門委員会、チャリティーラン運営委員会、
リフレッシュファミリーキャンプ
実行委員会です。
以前の仕事はＹＭＣＡとは正反対で、人と接することなく黙々と作業するよう
な職種でしたので、入職した当初は会員・会友の皆様、ボランティア、
リーダー、子
どもたちなど色々な人が出入りする職場に戸惑いが少しと、
ワイズメンをはじめと
する多くの方々がボランティア活動に集っていることに驚きを日々感じていました。
今では少しずつ皆様に顔も覚えていただいて会館の雰囲気も楽しめるようになり
ましたし、ボランティア活動を支える職員という立場として学ぶ機会が多く、少しは
成長できたかなと思います。
また、昨年夏に中国・厦門Ｙ、今年の年初に台湾・台中Ｙへ行かせていただき、
趣味の中国語も少し活かすことができました。会館で見かけたら、ぜひ「ニーハ
オ」
とお声かけください。今後とも宜しくお願いいたします。
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Happy Birthday
上田亜季

8月4日

長谷川卓哉

8月18日

先月入会させて頂きました上田敦の妻の上田亜季です。 毎年、誕生日になると禁煙を試みては失敗しています。

どうぞよろしくお願い致します。

今年の誕生日で４０歳の節目を迎える事になりました
が、家事と子育てそして主人の仕事の手伝いに毎日追

われ、時間の使い方について反省と試行錯誤の毎日で

す。平均寿命から言うと人生の後半に差し掛かりつつあ

る今、もう少しゆったり自分を見つめ直す時間を作れた

らと思っております。

岸本伸也

びもワイズライフも充実した年にしたいと思います。

井上篤

8月20日

４５歳になります。日々串打ち・そば打ち・炭と格闘して
おります。なかなか自由な時間がないですが、日曜日は

ワークや子供の野球にがんばって参加していきたいと
思います。あとまだまだ先になりそうですが、人を育てて

8月12日

気が付けば５５歳になります。最近、時間はあるもので
なく作らないといけない。そう感じる毎日です。健康で元
気な１年にしていきたいです。暴飲暴食を慎み、適度な
運動に励みます。BMIを気にしながら減量にも挑戦しな
ければ・・・ハードル上げ過ぎかな。

山下麻衣

今年もおそらく同じ結果になると思いますが、仕事も遊

例会に出席できるようにしていきたいです！

山田祐輔

8月21日

今年で３１歳になります。
クラブの活動になかなか参加

できませんが、できるだけ参加できるように頑張ります
ので、何卒よろしくお願いします。

バースデー・アニバーサリーは、メンバーのみの公開となります。
8月13日
佐々木貫二 8月26日

８月で３６歳になります。毎日二人の息子の育児でクタ

今年で42歳！ここ数年自ら言わなければ

てます。最近は大変暑く、体力も奪われますが、息子たち

したが絆は深まったので今年は大丈夫だろう！覚えてい

クタになってますが、成長を実感できるので楽しくやっ
のパワーに負けずにこの夏をのりきり、たまにはゆっく

りとしたいと思う今日のこごろです。

青倉智子

忘れられている私の誕生日、家庭内でもいろいろありま

るだろう⁈どうだろう？

木下敬悟

8月16日

8月28日

今年で、３５歳になります。
アラサーからアラフォーにな

また１つ歳をとります。何歳になるんだか、年齢詐称の

りますが、実感も無く日々が過ぎて行きます。自分の周り

体操を日課にしないとダメかもしれません、手遅れにな

年齢を知らされるいい機会になっています。今期は、三

つもりはないのですが、若干若めに言いそうになったり。 が年上ばかりなので、いつまでも若いつもりでいますが
願望の表れか、ただただ頭の問題か。頭の体操とラジオ ウイングクラブに入ってからはこのバースデイ原稿で実

る前に。。

役で書記に任命してもらった機会にパソコンを買い、い

まそれで初めてバースデイ原稿を書いてます。35歳にし

て、デジタル化です。少しずつ成長は、
してるみたいです。

8月・9月の予定
8月の予定
4日（木）

第一例会：京都部公式訪問

7日（日）

ﾘﾌﾚｯｼｭﾌｧﾐﾘ〜ｷｬﾝﾌﾟ

18日（木）

役員会

9月の予定
19時〜

リトリートセンター

19時30分〜 三条ＹＭＣＡ

20・21日（土・日）青い空と白い雲のキャンプ

8時30分〜

25日（木）

19時〜

第二例会：Yサアワ―

Ｈ日航プリンセス 1日（木）
4日（日）
8日（木）

サバエキャンプ場 11日（日）
Ｈ日航プリンセス

第一例会：

19時〜

Ｈ日航プリンセス

リトセン秋期準備ワーク

9時30分〜

リトリートセンター

役員会

19時30分〜

第二例会：京都部会

三条ＹＭＣＡ
グランドプリンスH

編集後記 去年に引き続きのブリテン委員ですが、原稿催促をしないだけでこんなに日常のストレスが減るなんて
（笑）。皆さ
ん納期を守って委員長をストレスレスにしてあげてください。
（天根）
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