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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

わたしたちが愛するのは、神がまずわたしたちを愛してくださったからです。
ヨハネの手紙一

☆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”

「初めての三役としての理想のワイズは」

4章19節

松島正雄

ワイズメンズクラブに入会して3年目になりました。今期初めて会計という役を

いただきました。正直まだまだワイズの仕組みが分かっていない私に会計という

大役が務まるのか不安でいっぱいでしたが、最近少しずつ市村副会計に教わり

会計の仕事の流れが解ってきました。今でも頼りっぱなしですが、そろそろバトン

を受け取り副会計の負担を減らさなければと思っています。
そんな状況ですので

まだまだ理想のワイズがどういうものなのか解りませんが、私の思う理想は一言

で言うと“メンバーが一丸となりボランティアを通し心の幸せを感じ、心を高める

“だと思います。私はまだボランティアの素晴らしさやボランティアをする事で感動

した経験も少ないですが10年、20年、30年、それ以上の先輩ワイズメン達はいっ

たいどれだけ心の幸せを感じ、
どのくらい心が高まっているのか知りたいですし、
いつかは私自身もそのレベルに達したいと思います。
その為には真摯な気持ちで

ボランティアに取組み、時間の許す限り参加していかなければいけないのだろう

と思います。
まさに佐々木会長の言う”心と体“でクラブ活動を実践していく事が新
米の私にとってはスタートだと思っています。
なかなか理想に現実がついていき

ませんが、今は理想を胸にワイズメンとして楽しんでいきたいと思います。諸先輩
☆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』

たちを観察し教えて頂き見習っていく事で、少しずつ一人前のワイズメンになっ

ていけるだろうと感じています。

私の感想みたいな話になってしまいましたが、理想はと聞かれるとやはり“メン

バーが一丸となりボランティアを通し心の幸せを感じ、心を高める“だと思います。
44人のメンバーが一丸となる事は難しい事とは思いますが不可能ではないと思

いましたので、
「初めての三役としての理想のワイズ」
として書かせて頂きました。

これからワイズ活動を通して人として成長していけるよう頑張りたいと思います。
感謝！
！
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●9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
31名
0名
0名
2名
0名

●9月月間メイキャップ者数
●9月月間出席率

●BFポイント 切手
現金
9月分
●ニコニコ 9月分
●ファンド 9月分

0 pt
0円
7,000 円
0円

累計
累計
累計
累計

第２例会
34名
0名
0名
0名
0名
0名
93.18％

0 pt
0円
33,000 円
0円

1 0 月の強調テー マ

BF
EF

国際協会に所属するワイズメンとして全て
の仲間である国々を周知する目と心と義務

を育ててよりBF/EFへの意識を高めましょう。
森田美都子

国際・交流事業主任

（京都パレスクラブ）

9月の例会

【第一例会】日時：9月1日(木)

19:00〜21:00 ホテル日航プリンセス京都
プログラム：ゲストスピーチ「幸せな夫婦生活をおくるため」

司会：西野ワイズ
からすま二条法律事務所 弁護士 松村絵理子様
【第二例会（京都部会）】日時：9月11日(日)

グランドプリンスホテル

昼顔はキレイに咲かない

京都部会に全員集合

9月第１例会メインプログラムは「昼顔はきれいに咲か

9月11日(日)京都グランドプリンスホテルにて京都部部

ない」
というテーマで松村弁護士お迎えしました。
とても

会が開催され、全国からワイズメン総勢423名が集い、

ドラマティックな内容で主婦の不倫などをテーマにした

盛大に行われ、我、
ウィングでは佐々木会長を初め27名

少し怪しい世界の実例などの話かと期待してましたが、 が参加した。主任時代、懐かしい顔ぶれの岩本西日本区
内容は「幸せな夫婦生活をおくるため」
だったか？に変更

理事や次期理事大野ワイズの顔ぶれで久々での部会の

され比較的シンプルに夫婦で夫が浮気をした場合に相

参加により役員時期の話で盛り上がった。後、驚きのエ

手の女性に慰謝料を請求できるのか？といった内容で質

キストラ100名近くによるパフォーマンスダンスで食事

問形式で行われたため皆しっかりと話を聞いてないと質

が開始され時代を感じるオールディーズ曲にあわせ、一

問に答えられないので質問形は全体参加させるには良

部のワイズメンが前で踊りだす。
また(石田ワイズ)の今に

い方法かも。あいうえお順だったので私にはまわってこ

も倒れそうに吹くのエアーサクセスよるパフォーマンス

ないなーと思ってましたが。

が皆の注目を集めウィング全員が笑いの渦に包まてい

質疑応答の時間は皆さん積極的にとてもレアーなケー

た。
また京都部会を通じ、それぞれの活動や活力が大い

スを例にだして質問されていましたが、けっこう身近にグ

に感じる部会であった。（吉岡毅）

レーな経験をしているのかな。弁護士の先生並みに詳し
いＴワイズなどは気合いまで感じました。
まあできるだけこのような事で弁護士先生のお世話にな
らなくていいようにしていかなければ、
と少し気が引き締
まりました。
ドライバー委員の方々とても参考になる例会
メインプログラムを段取りしていただきありがとうござい
ました。
（渡邉大）
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9月の事業参加
【リトセン秋期準備ワーク】
日時：９月４日（日）

【ソラシドキャンプ知事表彰記念会】
日時：９月２５日（日）

場所：リトリートセンター

ソラシドキャンプの同窓会

場所：リトリートセンター

秋の気配を感じるリトセンワーク

9月25日、8月の気候を思い出したかのような暑い日に、
「青い空と白い雲のキャンプ 京都府知事表彰記念会」
今回のワークも晴天に恵まれ、皆さん大いに汗をかきな が行われました。開会すると、久保田さんのギター演奏で
がらワークに励まれました。私のワーク参加は7月10日 のソラシドソングの斉唱？があったが、子供たちの前では
のサバエワークに続いて2回目になります。前回は中西 出る大きな声はでず久保田さんにやり直しを言われ、お
この
ワイズに草刈り機の扱い方を教えていただきながら見よ まけにキーが外れていると指摘されてしまいました。
ソラシドキャンプの意義や内容を教わった
う見まねでの参加でしたが、今回は率先して草刈り機を 間の例会で、
手に草を刈りまくりました。草刈りは1時間半ほどで概ね 直後だったので、初回のキャンプからの振り返りのところ
終え、その後は排水のための溝掘りに取りかかりました。 では子供たちの笑顔は素直にその場を全力で楽しんで
山内ワイズが小型ユンボに跨がりゴリゴリ溝を掘ってい る笑顔であり、健康な子供たちの笑顔とは違いそれを簡
かれ、その周りでシャベルを手に土を掘り出していきま 単に作ってあげられない大変さを知った後ではすごいこ
した。途中、ユンボが湿地に足を取られ自力救出ができ とをやっているんだな改めて思い直しました。仕事がら
なくなるハプニングもありましたが、軽トラに引っ張られ キャンプには、参加できていませんが、子供たちのあの
ながら何とか脱出し、事なきを得ました。溝掘り作業には 笑顔を実際に見てみたいと思いそして、子供たち以上に
かなり手を焼きましたが、何とか形にすることができまし 楽しんでいるおっさんの笑顔も見てみようと思っていま
（木下敬吾）
た。昼食はウエストクラブの皆さんが前日から泊まりがけ す。

で仕込んでくださったカレーでした。
これがうまい！汗だく
の作業後の手作りカレーの味は最高でした。今年度の
「肉体労働」はこれが最後とのことですが、来年度もぜひ
参加したいと思います。参加されたワイズの皆さん、本当
にお疲れ様でした！
（上田敦）

京都YMCA国際福祉専門学校で受付・教務を担当している、柊(ひいらぎ)あずさ

職員さん紹介

Y
M
C
A

です。京都生まれの京都育ち、京都から外に出たことがありません。旅行には国内

外を問わず、
よく行くのですが、京都以外に住もうと思ったことが全くないですね。
趣味は、旅行と寺社史跡、教会などを巡ることです。家がカトリックなので、教会建

築には昔から興味があり、１年に１回行く海外や国内の旅行でも、現地の教会は

必ず見に行きます。YMCAからもミャンマーのスタディツアーに参加したことがあ

り、その時はミャンマーの国内の問題、若者の抱える問題について、いろいろと話
しあうことが出来ました。

入職してからずっと専門学校の窓口で働いており、子どもや学生と関わる仕事を

しています。前職が塾の教務だったので子どもと関わることには慣れていますが、
YMCAでの仕事をとおして、子どもたちの多様な価値観や考え方、年齢や環境に

よる学生のいろいろな思い、留学生の抱える悩みや問題など、様々なことを日々

国際福祉専門学校
柊あずささん

経験し、考える機会にとても恵まれていると思います。
この先も、京都YMCAで得ら
れる人との関わりや出会いをとおして、自分も周りの人も全人的に成長していけ

るように、
日々取り組んでいきたいです。
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Happy Anniversary

Happy Birthday
西沢 いずみ

10月16日

いつもお世話になりありがとうございます。還暦まであと一歩

となりました。気持ちは変わらないのですが体がついてきま
せん。あまり無理をしないようにすごしていきたいと思ってお

ります。

山岸 もとえ

奥村 賢三・暎子 夫妻

10月6日

今年でお互いに満70歳に成り古希のお祝会や小学校、中学

校、高等学校の同窓会等行事が大変多く有り、又夫婦別々に
各同窓会の世話人として多忙な毎日を過ごしています。

相変わらず暴飲暴食の私に嫁は体の心配ばかりで怒ってい

ます。
（本当はお金の心配と思いますが）もう年なんやからお

10月18日

メネットの皆さんお元気ですか？私の近況は結構事務所の留

守番が多く、デスクワークで身体が硬くなり、ジム行くのも億

互いに自由に生きたいと思っていますが、結婚して早や４５

年に成りました。
ここまで来たら次は金婚式までガンバリます。

劫で今は白山湯のサウナと水風呂でリフレッシュしています。 松島 正雄・貴代 夫妻
家飲みビールを止め、糖質０・プリン体０のタカラ焼酎ハイ

ボール(ドライ)にはまっています。今年は少しダイエットしよう
かな？← ← ←考えてる暇有ったら早うせんかい(旦那より)

野崎 智之

結婚して3年目を向かえます。一応まだ新婚ですが、知り合っ

てからはもう20年になるので気持ちは何も変わりませんが

「感謝」の気持ちは年々強くなっている気がします。そしてもう

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。
一つ強くなっている感情が｢心配｣です。妻も、もう46歳！体力

10月25日

56歳になりました。もうすっかり
「オッサン」です。今年の春か

ら息子の由馬が会社にアルバイトに来ています。来年の春に

は正社員として入社する予定です。
こんな会社でも一応、継い

でくれるのは「親バカ」
ですが大変幸せに思っております。
これ
からは軸足を次世代の育成に傾けるつもりです。

松島 正雄

10月14日

も衰えを感じますし、いつ襲ってくるかわからない病気。そろ
そろ健康に気を使い、お互い本気で体力作りに取り組んでい
かなければと思っています。

今村 隆宏・夏美 夫妻

10月17日

10月18日で二周年です。店舗オープンだと開店二周年記念大

創業祭といったところでしょうか？
（笑）なにかサプライズをし

10月30日

今年で49歳になりました。最近仕事に対する考え方が変わっ

てきたように思えてます。今まではがむしゃらに働くと言った
感じでしたが、最近では社員が生きていく為のステージを作

る為に頑張っている気がします。
とは言うものの、やはり好き
な事を追い求め自分にとって最高に楽しい後悔のない生き

なあかん！
！まだ新婚やしね〜〜☆お前、いつまで新婚やねっ

て！よく友達に言われますが・・でもまだそんな気分でいます。
千聖が1歳10カ月になりますが、本当に可愛いいいいい〜ん

です。宮○氏による変な嫌がらせにも負けないように、
これか

らも頑張っていきます。

方をし続けたいと思うので、常に目標は持ち続けています。 谷口 豊・紗知子 夫妻

「健全なる精神は健全なる肉体に宿る」その為には体力作り！
当面の目標かな張ります。

10月30日

２３回目の 結婚記念日です♡

ウィング入会式の時お腹の中にいた下の子も20歳になり時

の早さに驚くばかりですが落ち着いたらいっぱい旅行行こ

う！と語り合ってた結婚当初の夢が叶い感謝の日々です(^o^)

これからも楽しい時間が過ごせるよう健康第1！仕事第2！家
事第3！で頑張りま〜〜す(^O^)／笑)

10月・11月の予定
10月の予定

11月の予定

1日（木）

EMC交流ゴルフ

9時〜

宇治ＣＣ

５日（土）

成望館 ふれあいまつり

11時〜

成望館

6日（木）

第一例会：ゲストスピーチ

19時〜

Ｈ日航プリンセス

10日（木）

第一例会：100人例会

19時〜

Ｈ日航プリンセス

役員会

19時30分〜

三条ＹＭＣＡ

第二例会：一泊例会

19時〜

大原山荘

17日（木）

役員会

19時30分〜

三条ＹＭＣＡ

23日（水）

リ・ブラン京都中京バザー

24日（木）

第二例会：メンバースピーチ

13日（木）
15日（土）
20日（木）

ウイズキッズ病院コンサート

府立病院

30日（日）

国際協力募金

三条ＹＭＣＡ

14日（月）

京大こども病棟秋祭り

20日（日）

リトセンオータムフェスタ

15時30分〜

京大病院

リトリートセンター

衣笠教会
19時〜

25日（金）〜 27日（日） 金浦クラブ合同事業 キムチ漬け

Ｈ日航プリンセス
金浦クラブ

編集後記 これから秋に向け、
ウイングクラブも事業・ワークと多忙な日々を送ります。
メンバー皆で協力しあい体に気をつけ
て頑張っていきましょう!!（佐々木）
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