京都ウイングワイズメンズクラブブリテン2016年9月1日発行/第30巻
HPアドレス http://www.kyotowings.com
会 長
副会長
書 記
会 計

President
VicePresident
Secretary
Accountant

通巻351号

佐々木貫二／Knaji Sasaki
北川雅俊／Masatoshi Kitagawa・中村誠司／Seiji Nakamura
谷口豊／Yutaka Takiguchi・木下敬悟／Keigo Kinoshita
市村和清／Kazukiyo Ichimura・松島正雄／Masao Matsushima
しん

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

神は、あらゆる苦難に際してわたしたちを慰めてくださるので、
わたしたちも神からいただくこの慰めによって、
あらゆる苦難の中にある人々を慰めることができます。
コリント信徒の手紙二

☆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』

１章４節

心と体で感じるＹサ事業ソラシドキャンプ
Ｙサ委員長

青倉

国士

私がウイングクラブに入会して最初にしたことは、過去一年間のブリテ
ンをすべて読むことでした。文章を読みたくなるのは職業柄なのかもし
れませんが。読んでみて感じたのは、活動内容には結構な肉体労働があ
るということでした。後に、それがＹサ事業なのだと知り、それと同時に、
Ｙサ事業はウイングクラブの一番大事な事業なのではないかと考えま
した。
しかし、そのような事業に人手が足りないとのコメントが目に付き
ました。私のスポンサーである藤田寿男Yʼsは、私にＹサ事業の参加、特
に草刈りなどの肉体労働への参加を期待されているのではないか、そう
ではないとしても、肉体労働は私の得意分野なので、
しっかり参加させ
て頂こうと思ったのです。
数あるＹサ事業の中で「青い空と白い雲のキャンプ」は、私の中で特
に重要な事業だと感じています。私達の子どもや孫のような年頃の子ど
も達が、その小さな体に病を持ち、懸命に一日一日を生きています。
そん
な子ども達とその兄弟、家族の役に立てる、お手伝いできる。
自己満足か
もしれません。
ですが、参加してくれたみんなの笑顔が、本当に、ずっしり
と胸に残ります。
この「青い空と白い雲のキャンプ」の事業につきましては、長年の実績
が評価され、昨年京都市から表彰して頂きました。９月２５日には日航
プリンスホテルにて表彰記念会が行われます。
そんなすばらしいＹサ事
業に、
メンバーにはぜひ参加して頂きたいです。仕事の関係で難しいメ
ンバーも、数時間だけでも良いのです。事業報告を読む、聞くだけでなく、
ぜひ自身で体験し、感じて頂きたい。今年の数時間が、来年は延びるか
もしれません。
たくさんのメンバーの参加をお願いします。
DATA OF AUGUST
●8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
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第１例会
35名
0名
0名
3名
0名

●8月月間メイキャップ者数
●8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 8月分
16,000 円
●ファンド 8月分
0円

第２例会
36名
0名
0名
5名
0名
2名
93％

累計
累計
累計
累計

0 pt
0円
26,000 円
0円

9 月の強調テー マ

Menettes

各クラブでメネット例会を企画し、国内プ
ロジェクトへの理解を深めて下さい。ワイ
ズは、家族で参加できるボランティア団体
です。ファミリーでの活動を呼びかけ広め
ましょう！

亀浦 尚子 メネット事業主任
（熊本にしクラブ）

8月の例会

【第一例会】日時：8月4日(木)19:00〜21:00 ホテル日航プリンセス京都 司会：稲垣ワイズ
プログラム：「部長公式訪問」【第二例会】日時：8月25日(木)19:00〜21:00 ホテル日航プリンセス京都
司会：稲垣ワイズ

プログラム：「青い空と白い雲のキャンプ」

京都部のまとめ役部長公式訪問

ソラシドキャンプは話を聞くだけ？それとも経験する？

京都部長公式訪問でした。
”青い空と白い雲”このフレーズから想像できるのは、
第21代京都部部長 廣井武司様、EMC事業主査 真っ青な空に空高く登る入道雲と青く広がる琵琶湖
久保田雅彦様、地域奉仕環境事業主査 山川信一 の風景。
様のスピーチでした。
人がごく普通に生きて、老いとともに人生の最終を
その日は体調が悪くスピーチ時何度かトイレに行き
迎えるのに対して、幼い頃から病気という苦痛ととも
後半は余り聞く事が出来ませんでしした。
に生きることを義務付けられた子ども達にとって、
こ
初めにスピーチされたのが山川信一Yʼsだったと記
の青い空と白い雲のキャンプが、自然とふれあった
憶しています。
ワイズに入会されて6年と言われて何気に話を聞い り、人と人のつながりを深める時間になってくれたら
ていたら、私との意識の違いにビックリしました
（汗） いいのにと思い、そして1日も早く病気に打ち勝ち、
何やら私の知らない単語が次々と飛び出して来て 元気になられることを願います。(森本賴和)
自分のワイズに対する意識の低さにビックリ?ガッカ
リ？いかがだったでしょうか？
数々の事業に積極的に参加されこれが本来在るべ
き姿なのか?
自身土・日曜日も仕事を優先してワークには参加し
ていませんが、例会に参加するのが今自分の出来る
ワイズ活動だと思っています。
これから先仕事もスタッフに任せられ、身体も回復
してやっとワークに参加できると思います。
今回のスピーチを聞けてワイズに対しての関わり方
が少しだけですが変わってきたと思います。
ワークに積極的に参加出来る様に頑張って行きます。
(藤田正純)
93％
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8月の事業参加

【EMCボウリング】

日時：8月6日(土) 参加者：10名参加
場所：ラウンドワン京都河原町店

楽しく仲間と盛り上がってEMC

グの三クラブで行いました。福島原発事故から5年、みん
なの記憶が徐々に薄れていく今、当時から現在の状況の
話を聞きたかったけど、そんな時間も無く食事の提供だ
けで終わったのはちょっと残念であった。内容も良くわか
らないままの只参加するだけで終わってしまって青倉委
員長お疲れさまでした。
（井上英也）

【ソラシドキャンプ（青い空と白い雲のキャンプ）】
日時：8月20日（土）・21日（日）
場所：ＹＭＣＡサバエキャンプ場

今年も出会えた仲間たちソラシドキャンプ
朝9時半京都駅出発、参加する子供たちを乗せた観光バ
スを追跡する事から私の青い空と白い雲のキャンプが
スタートした。少々渋滞したものの無事にサバエキャンプ
EMCとして今期最初の事業となる
「EMC交流ボウリング」 場に到着して現地集合しているメンバーと挨拶を交わし
がゲスト3名、総勢10名で開催されました。
この事業はい ホッと一息つく。2日間の進行予定の説明があり、程なく
つもの直接的な例会への招致とは違い、ゲストとのコミ 昼食タイム。今村、篠原Yʼsそしてきよ美メネットの渾身の
ュニケーションの中で仲良くなりワイズの事を知ってい カレーは本格的でお店で出せるレベル！お三方早朝から
ただき、
ジワジワと入会に引き寄せると言いますか…そ ご苦労様でした、
とてもまいう〜でした！
んな感じで理解しています(笑)。つまりゲストとのコミュ 昼食後、2日目の流しそうめん用の竹を切り出しに出発。
ニケーションが大きなポイントということで、
ウイングのメ 虫よけスプレーを全身に振りかけ竹やぶに突入していく
ンバーの得意とする戦略です。いざゲームがスタート致 青倉Yサ委員長の雄姿は勇ましく私は少し離れて拝見さ
しますと、
さすがウイング!ボーリング大会を盛り上げます せて頂きました！もちろん運搬には協力致しました！
!しっかりと3名のゲストのコミュニケーションを図り大会 そんな青倉委員長から夜に行う巨大シャボン玉を作る
後の打ち上げに至っては想像するには及びません。今回 際にヘルプ要請され再調合、前回の経験から何とか液を
ご参加頂きましたゲストの方はもちろん、そのゲストの方 完成させ一安心。上手く出来なかったら責任重大な場面
からさらにゲストを引き寄せて頂き、今期EMC事業計画 だっただけに緊張しました。
のメンバー50名体制に向けて一歩一歩近づいていけた 緊張と言えば、今年の夕飯は子供たちが料理にチャレン
らと思います。
（北川雅俊）
ジ！慣れない包丁に顔を強張らせながらも食材を刻んだ
りハンバーグをこねたりでとても楽しそうでした。
【福島リフレッシュキャンプ】
そしてその料理を私たちにも振舞ってくれましたが、思い
日時：8月7日（日）
場所：YMCAリトリートセンター
のほかというと失礼ですが、ホントに美味しかった！私の
お気に入りは餃子の入ったスープでした。
心も体も癒やす福島リフレッシュキャンプ
食事の後のリクリエーションタイムでは人が入れるシャ
ボン玉と気球チームによる気球の説明会が行われ、市村
Yʼsが小さい体を駆使してしゃがんだり背伸びを繰り返し
ながら子供たちを楽しませていました。

ここ数年仕事の都合上7月の例会は全休しているので今
期としては今回のリフレッシュキャンプが初めての参加
である。三回目を迎えたこのキャンプには福島から7家族
22人が参加された。パレスクラブの人見さんが迎えに行
かれたと聞いて自分はそこまで出来ないなと感心してし
まいました。郡山から夜行バスで京都入り。その日はリト
セン泊りでその夕食の提供をトップス、
トウリョウ、
ウイン

2日目、
ビーカンの快晴の空の下気球体験！寝不足な目
に太陽がまぶしい！
朝食後、琵琶湖に移動してボート体験！そしてサバエ族
登場！この間の状況は買い出しに出ていたので見れてい
ないのですが、色々ハプニングもありながら盛り上がっ
たようで、黒塗りになられた皆様お疲れさまでした。
昼食の時間には厨房に入り流しそうめんの準備、今年の
流しそうめんは一味違う！
素材は一級品の揖保乃糸、湯がくのは麺職人井上篤
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Yʼs！そしてアシスタントのストップウォッチ担当はこの私
（笑）
少量を湯がき流水でもみ洗いし氷水でしめる！しっかり
とした手順で提供したそうめんは大好評でした。
楽しい時間はあっという間でメインのキャビンでそれぞ
れのグループ発表では、満足そうな顔やこの時間が終わ
ってしまう物憂げな顔など様々な思いの子供たちの表情。
何年も参加してる子供や初めての子供、そしてリーダー
達も順番に入れ替わりながら、それぞれが色々な思いを
持ち成長していくこのキャンプに関わらせてもらえる事が
ホントに幸せだなと感じました。
帰りも京都駅まで観光バスを見送り私の今年のソラシド
キャンプは終了しました。
参加された皆様、お疲れさまでした。楽しい時間をありが
とうございました。
（中村誠司）

私も今年７０歳になります。還暦を向かえて早や10年が経ち

ました。

古希を迎えます。昔は人生50年と言われていましたが今も元
気に生きています。

元気なうちに好きな事ばかりしていますが、妻に怒られてば
かりの毎日を楽しく過ごしています。
悔いなき人生を！
！
「感謝」

本多真由子 9月28日

大好きな新井良太選手の背番号と同じ歳になります。来シー

ズンは、ユニフォームを着るときに少し複雑な気分になりそう
です。厄年真っ只中！健康第一で、日々子育ても仕事も遊びも
頑張りたいです。家事は適当に頑張ります。

本多悠佑

9月29日

9月29日で34歳になります。

去年の目標では今年の夏までに細マッチョ目指して頑張りま
すという目標を掲げていたのですが残念ながらその目標は達

成出来ませんでした！と言うより去年より更に厚みが出てきま

した。

34歳は大きい事は言わずに取り敢えず現状維持を目指した
いと思います。

Happy Anniversary
Happy
Birthday
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。
森本智子

山岸裕明・モトエ夫妻

9月12日

45歳を過ぎたあたりから、年齢に関して足踏み状態でありま

して…

人から年齢を尋ねられても、
「確か…46歳、いや、47歳か？」
っ

といった具合でなかなか自分の歳を即答しなくなり…
でも、そんは返答をする必要はなくなります。

というもの50歳を越えたら、1才や2才ごまかしたところで、誰

も指摘しなくなるでしょうし、そこまで気にかける年齢の域で
なくなるでしょう。その歳ももうすぐ〜

26年になると思います。仕事場ではガミガミ、部屋に戻っては

ガミガミ、台所と食事中は嫁姑問題でガミガミ。毎日針のムシ

ロ状態で暮らしております。でも喧嘩しても喋ってもらってる

間はまだマシですよね〜○○さん！そう思ってこれからも耐え

て行きます。

中西康晴・勝子夫妻

9月15日

36年になります。やっと夫婦だけの気ままな日々を過ごしてい

ます。

めでたし、めでたし。

奥村賢三

9月2日

お休みの日は＜今日はどこ行こう＞が主人の口癖、
とにかく
外に出たがるのです。

9月15日

9月15日生まれです。昔は敬老の日の祝日でしたが、今は変わ

りました。

ドライブ？映画？温泉？食事？と決まらない時はとりあえず家
を出ようかとなります。

これが夫婦円満の秘訣かな。

9月・10月の予定
9月の予定

10月の予定

1日（木）

第一例会：ゲストスピーチ

19時〜

4日（日）

リトセン秋期準備ワーク

9時30分〜

8日（木）

役員会

19時30分〜

Ｈ日航プリンセス

1日（木）

EMC交流ゴルフ

9時〜

宇治ＣＣ

リトリートセンター 6日（木）

第一例会：ゲストスピーチ

19時〜

Ｈ日航プリンセス

三条ＹＭＣＡ

役員会

19時30分〜

三条ＹＭＣＡ

第二例会：一泊例会

19時〜

大原山荘

13日（木）

11日（日）

第二例会：京都部会

グランドプリンスH 15日（土）

25日（日）

ソラシドキャンプの表彰記念会 15時〜

Ｈ日航プリンセス

20日（木）

ウイズキッズ病院コンサート

29日（土）

成望館 ふれあいまつり

30日（日）

国際協力募金

府立病院
11時〜

成望館
三条ＹＭＣＡ

編集後記 ブリテン委員会の方針で日ごろ執筆を避けている人にも原稿を依頼しています。
これも親心。
ご協力をお願いしま
す。◆朝夕はめっきり涼しくなり過ごしやすくなりましたが、夏の疲れが出てくる季節でもあります。
ご自愛ください。
（亀井）
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