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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

そのとき、荒れ野に公平が宿り 園に正義が住まう。
正義が造り出すものは平和であり 正義が生み出すものは
ある。

☆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』

とこしえに安らかな信頼で
イザヤ書32章16〜17節

「青い空と白い雲のキャンプからの学び」

亀井 剛

この度、
ソラシドキャンプが青少年健全育成功労者知事表彰を受け、その記
念会が多くの関係者の出席のもとに開催された。私たちはこのような表彰を意
識してこのキャンプに参加してきたわけではないが、
このキャンプの意義が広く
共感を呼んでいることの証としてこの度のことは喜ばしいことである。
重い病気がある子どもたちは、自然との触れ合いとそのような環境の中での
仲間同士の人格の触れ合い大切にするＹＭＣＡのキャンプには様々な医療上
の制約ゆえに参加できなかった。
でも、子どもたちの生きがいや成長のために、
健康な子供と同じように体験や感動を味わせてあげたい。
そのような動機で14
年前にこのプログラムは立ち上げられた。
ＹＭＣＡやワイズだけでも、医師や看護師だけでもこのキャンプはできない。
両者の協働があって可能となり、続けられてきた。その間、様々ことを私たちは
体験してきた。多くの人が、
このキャンプに関わり続けたのは、単に、いいことだ
からとか必要なことだからという理由だけではない、
このキャンプから何かを感
じ取ってきたからだ。
だからこそ、多忙な時間をやりくりして、喜びをもって参加
してきた。
たとい限られた命であっても精一杯生きてその感動を自己のものとして生涯
を終えることの大切さ、素晴らしさを私たちは子どもたちから学んだ。私自身、
も
し明日命が召されると知らされたとしても、今日一日いつもと同じように働き、い
つもと同じように発泡酒で晩酌をし、眠りにつく。そしてその日を静かに迎える。
そうありたいと願っているし、そうでなければならないと思っている。
そのことに
気づかせてくれたのはこのキャンプだ。
ＹＭＣＡのキャンプの中でもこのプログラムは、従来のＹＭＣＡのキャンプ
にはなかった多くの新しい試みがなされている。資金的には今はまだＹＭＣＡ
の持ち出しになっているとはいえ独自に賛同者や賛同団体から寄附金を募っ
てきた。実行委員会を作り、
ワイズやＹＭＣＡ以外の多くの賛同者と共にプロ
グラムを推進してきた。熱気球やクルーザーも登場した。新しい試みや意気込
みが、ＹＭＣＡの他のプログラムにも波及し、改革の糸口になってくれればと、
ＹＭＣＡの担い手会員の一人として願っている。
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●10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
3名
0名

●10月月間メイキャップ者数
●10月月間出席率

0 pt
●BFポイント 切手
現金
0円
10月分
●ニコニコ 10月分 12,000 円
●ファンド 10月分
0円

累計
累計
累計
累計

第２例会
27名
0名
0名
1名
0名
1名
88.64％

0 pt
0円
45,000 円
0円

1 1 月の強調テー マ

Public
Relatuins
Wellness

ワイズデーをPRして、ワイズメンズクラブ
の社会的認知度を高めましょう！そして
EMCやクラブの活性化に繋げましょう！
伊藤剛

西日本区 広報・情報委員長
（京都トゥービークラブ）

10月の例会【第一例会】

プログラム：メンズエグゼグティブ

モテ講座

日時：10月6日(木) 19:00〜21:00
ゲストスピーチ 平川直央子さん

【第二例会】日時：10月15日(土)・16日（日）
プログラム：一泊例会

19:00〜21:00

大原山荘

ホテル日航プリンセス京都

司会：西野ワイズ

美しい姿勢、美し生き方

楽しい一泊例会、大原山荘の巻

本日10月の第一例会は、
「メンズエグゼクティブ~モテ講

今回大原山荘にて一泊例会が行われましたが中々全員

座」
と題し、元CAの早川様の男のマナーについてのお話

参加というのは難しくいつかは全員が参加出来るような

でした。

一泊例会が出きたらと思います。

まず先生の第一印象であるが、非常に清潔感があり、背

例会前には親睦ゴルフも行い、夕方から食事をしながら

筋がピンとし、見るからに“動くマナー読本”のような方で

の例会となりました。

あり、非常に好感が持てました。

食事を美味しく頂きながら六十人体制に向けてというテ

内容としましても、
「マナーの一番大切なことは…人に不

ーマでメンバーの方が話をされました。

快感を与えない」
と、人として男として生きる道を教えて

個人的に印象に残ったのが藤田ワイズの長くワイズにい

くださっているように感じました。
また、
ワンランク上の大

て自分の気持ちに浮き沈みがあったという事でした。で

人の立ち居振る舞いとして、姿勢の美しさをメンバーを

も今は楽しいみたいですが(^^♪

サンプルにして1人づつ矯正して若々しい姿になってい

でもこれは自分にとって考えさせられる事で、語弊があり

く
「なるほど！」
と感心いたしました。そして常日頃相手の

ますが自分がやる気のない時にどのように取り組み、
も

ことを考え、裏表なしにおもてなしの心を持って行動する。 しそのようなメンバーが居た時にどのようにフォローす
即ち、尊重→感謝→愛と締めくくられました。
まるで最後

べきかを考えさせられました。

は宗教者の法話のようにも聞こえました。

また六十人体制についても色々と話しも出ましたが、僕

本日はマナーという題材と通じて、人間としての社会での

自身は現状のウイングをもっとより良い居場所に出来れ

生きる術、生きる向上心を教わったように思います。
（原

ばと思っています。
メンバーが辞めないクラブ作りが自然

河知広）

と増える方法だと思います。
そして自分が誘うメンバー候
補も自分の大切な仲間なので、入会にでもなればウイン
グに入れて良かったと思ってもらえるようなクラブ作りが
大切かなと思います。
そうでないと誘いたくないので(T̲T)
でも今回の一泊例会を通じて皆がより濃いワイズ談義が
出来た事が良かったと思いますし、
またこのような機会
を増やしてメンバーシップを計ってより良いクラブにな
れればと思っています。
（稲垣康男）
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１０月の事業参加

【 EMC交流ゴルフ】
日時：10月1日（木）

場所：宇治CC

【ジャガイモ引き取り】
日時：10月23日（日）

皆さんお疲れ様でした〜

【ウィズキッズ病院コンサート】
日時：10月20日（木）

場所：京都府立病院

笑顔が可愛い！ ウィズキッズ病院コンサート

場所：京都中央卸売市場

【国際協力募金】
日時：10月30日（日）

場所：三条YMCA

今年も府立医大の子供コンサートが開催され、
ウィングからも

国際協力について学ぼう！

く作業）のお手伝いに参加しました。天候はうす曇り、
ちょっと

久しぶりに募金に参加させていただきました。まず初めに

らいになりましたが、多くの子供たちは最後まで元気にコンサ

りました。本当に素晴らしい事をされていると改めて感じまし

「らこ」
さん（大学3年生）に聞いたところ、演奏する楽曲は家で

張ってやらねばという気持ちが強くなりました。来年もぜひ参

十数名が、例年通り、会場設営（コンパネ30枚を芝生の上に敷

風が強かったので、
コンサートの終盤くらいになると肌寒いく

YMCAの国際協力の活動についてビデオを交えての説明があ

ートを楽しんでくれました。演奏に参加したYMCAリーダーの

た。そしてこの募金がその活動をささえているのだと思うと、頑

も練習、本番１週間前からはYMCAに集まって練習、
と準備し

加させていただきたいです。
ありがとうございました。
（井上篤）

てきたそうです。今日の演奏で子供たちの笑顔が見られたので、
来年もぜひ参加したいとのことでした。たしかに、参加する大
人の方も、何らかの力をもらえた気がしました。
（錦織秀臣）

専門学校の日本語科を担当している小原絵美と申します。出身地は京都ですが

職員さん紹介

Y
M
C
A

４年半南アフリカに住んでいたことがあり、文化的多様性を持った様々な人に柔
軟な対応ができる方だと思います。YMCA勤務のきっかけは色々な文化背景の違

う方と触れ合える仕事に惹かれたからです。
日本語科では現在、
アジアを中心とし

た学生さんが122名在籍、多くは日本での進学を目指している中国からの学生さ
んで台湾、韓国と続きます。漫画に憧れ漫画で日本語習得した学生の中には、来

日当初から挨拶が｢ウィース｣、その初日帰宅時の挨拶が｢お疲れさま〜｣だったり、

クスッとさせられることがあります。来日当初は全く話せず、話しかけても怖そうに
逃げていく学生でも、半年後には堂々と文句を言えるようになる、最初の１週間

は緊張で不安でいっぱいの学生も自信をつけて笑顔になっていく、そんな成長の
過程を見るのが仕事上の私の喜びであります。学生の日々のトラブル、大学等へ
提出する書類発行などの学生対応の他に、授業の手伝いや、海外から書類を集

専門学校日本語科担当
小原絵美さん

め、留学ビザを入国管理局に申請するような仕事も担っていて仕事内容は多岐に

渡ります。学生さんはシャイな子が多いですが、皆日本が好きで来た学生ばかり

なので、見かけたらぜひ友好の気持ちで話しかけてみてください。彼らにとってそ
れが大きな勉強になります。3
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Happy Birthday
市村 和清

Happy Anniversary

11月9日

今月で６３歳になります。還暦がすぎてもう３年も経つんだ
時間の経つのが早く感じる年になりました、疲れも残り、思考

回路も少し遅くなりました。でも、まだやりたい事がたくさん

あるので、年の事を考えずに頑張る気持ちです。
でもこれから
の一年一年を充実していくよう健康でありたいです。

山内 達也

11月11日

50歳になりました。
ウイングクラブでは、40代の最後にクラブ
会長を経験させて頂き、
とても良い経験と締め括りをさせて頂きました。50代の新た
なページをより良いものとする様にクラブや仕事に家庭にと、
充実した日々を重ねて行きたいと思います。その為にも、健康

中島 敬泰・あつ子 夫妻 11月5日

夫婦健康で仲良く、周りの人の幸せを祈りつつ、日々過

ごせるといいですね。

私たち夫婦もこれからも頑張ります。
渡辺 大・由里香 夫妻

結婚22年になります。

11月6日

よくもってます、やはりよく我慢してもらっていると言うと

ころでしょう。

私が出張など多く家にいない事が、今までつづいてき
た秘訣ですかね？

最近「あれ」
とか「あのひと」
とかで何でも通じるのが夫

には気を付けて、劣化にも、逆らって行きたいです。
（笑）

婦てすごいな―と思いますね。

稲垣 有美

山内 達也・薫 夫妻

11月21日

11月15日

11周年を迎えました。二人足して100、３桁に突入！何か

お蔭さまでまた1年歳を取る事が出来ました。

記念にと思いつつ・・・思案中です。節目の10周年には、

また1年無事に過ごせますように！

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。
何かとスケジュールが詰まっているとスルーしたので

佐藤 昌利

11月24日

今年45歳になります。残念ながら四捨五入すると50歳が近づ
いてきました。

40歳を過ぎた頃から体調の変化が大きく、体力の衰えを感じ

(^̲^;)

昨年から宿題の提出期限が・・・ともあれ、何をするにも
健康で仲睦まじくを心掛けるのが一番かな〜ぁ♪

たためジムにて鍛え、10㎏超のダイエットを成功させました。 石田 賢三・玲子 夫妻 11月23日
次の目標は…
石田家での、主役は俺だ！
！、
と思っていたのですが、
どう
男40代、仕事で無理せず無理して、飛躍できるようにチャレン

ジしていこうと思います。

これからも亀井ワイズ派として自己研鑽に取り組みます。

錦織 秀臣

11月26日

不祥事続きの三菱車を手放したは良いのですが、車無しだと
事業への参加がとても難しいと感じます。妻が誕生日のプレゼ

ントで車購入を許可してくれないかと、淡い期待をしています。

中西 勝子

11月30日

還暦を迎えて早1年、腰・首・手足関節と痛いとこだらけです。

整体・整骨・マッサージ・ストレッチに通うのも疲れます。怠け
者の私はいつになったら体力、
・筋力増強に励むのかな？こん

も違う様です。

強く、元気の嫁さんには勝てません、
これも夫婦円満の
秘訣ですかね。

お互いに、お医者さんにお世話になる事もなく元気に
動ける事に、感謝、感謝

天根 静也・真奈美 夫妻 11月23日

結婚して16年になりました。最近は2人で部屋の模様替

えにハマっています。きちんと片付けるのと、部屋を整え

るのはまた違うのです。是非、一度見学にお越し下さい。
ありがとうございます！

な勝子に喝喝喝。

編集後記 ブリテン委員会は今期５回目の発行となりました。実感しているのは、
メンバーの皆さんは、原稿提出期限が、守れ
なかったり忘れていたり、
この間書いたのにまた〜とおっしゃるメンバーが殆ど、多くの方は原稿書くのが苦手、いっそのこと、2
月に1度の発行にしたらメンバーは喜ぶ？経費も安くつく？
（篠原）

11月の予定

11月・12月の予定

５日（土）

成望館 ふれあいまつり

11時〜

成望館

10日（木）

第一例会：100人例会

19時〜

Ｈ日航プリンセス

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

14日（月）
20日（日）

京大こども病棟秋祭り
リトセンオータムフェスタ

15時30分〜

京大病院

25日（金）〜 27日（日） 金浦クラブ合同事業 キムチ漬け

第一例会：メンバースピーチ

8日（木）

役員会

16日（金）

市民クリスマス

18日（日）

リトリートセンター 23日（金祝）

衣笠教会
19時〜

12月の予定

1日（木）

Ｈ日航プリンセス
金浦クラブ
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第二例会：クリスマス例会

マリアの会クリスマス会

19時〜

19時30分〜

18時〜

Ｈ日航プリンセス
三条ＹＭＣＡ

YMCA三条本館

Ｈ日航プリンセス

Ｈ日航プリンセス
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