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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
たい

●今月の聖句

12
Vol.354
2016.

〜さすがウイングだからウイングクラブ〜

」

そこでマリアは言った。「わたしの魂は主をあがめ、わたしの霊は救い主である神を
喜びたたえます。身分の低い、この主のはしためにも目を留めてくださったからです。」

ルカによる福音書1章46節から48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』

「ウイング30周年の魅力」

武村松一

30周年実行委員長の拝命を正式に受け、
まだ数週間。記念例会の日付と場

所しか決まってないこの状況で、その30周年記念事業に関するコメントは、
まだ

まだ時期尚早であろう。細かなプラン・内容についてはこれから明らかになって
いくと思うが、
このコメントを先日24日の例会後に執筆できることは非常にラッ

キーであったと思う。
ではその例会を思い出してみよう。思い当たる方も多いと
思うが、
まず欠席者の多さ。出席者26、7人。

遅刻が3人。みんなそれぞれ仕事の事情、健康状態、家庭の事情等あるとは思

う。
それにしても少々異常な状態であると私は思う。
オータムフェスタや訪韓によ
ってメーキャップの認識も持っておられるかもしれない。
しかしやはり
「それにし
ても…」
と思ってしまう。

これではメンバーが50人になろうが60人になろうが全く機能しない団体であ

る。
メンバー増強という机上の空論であって、実質が伴わないクラブであるとい

わざるを得ない。例会中にしても、
メンバーがスピーチしているにもかかわらず、

スマホをいじって一切顔を上げない者、目を瞑って聞いているのかお休み中か
わからない者、雑談中の者等々、少々おかしな方向にクラブ自体が向かって行

っているような気がする。
このような状況で30周年の記念事業や記念例会など、

とっても対応出来ないんではないか？今回、25周年でぶちまけた
「エクステンシ

ョン」について討議するかはまだ未定である。が、話になったとしても今のままで
はそれこそ
「机上の空論」
で終わるであろう。先日退会されたＮ元ワイズの退会
理由の一端にもこのことがあったという気がしてならない。

偉そうなことを列挙してしまったが、恥ずかしながら私はＥＭＣ委員である。

責任の所在は私にも当然ある。私は、委員長を補佐し、
この1年間「Ｃ」に対して

の意識を高めていく必要があると思わせてくれる例会であったと感謝している。
「強い義務感を持とう」
ではなくこの1年は「強い危機感を持とう」
で前進した

いものだ。
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●11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
37名
0名
0名
30名
0名

●11月月間メイキャップ者数
●11月月間出席率

0 pt
●BFポイント 切手
現金
0円
11月分
●ニコニコ 11月分 19,320 円
●ファンド 11月分
0円

累計
累計
累計
累計

第２例会
30名
0名
0名
0名
0名
3名
93.02％

0 pt
0円
64,320 円
0円

1 2 月の強調テー マ

EMC-E
YES
Eは新クラブを設立すること。YESは新クラ
ブ設立支援に使われます。献金で集められ
た資金の３分の２は、集められたエリアの
区で使われます。

山籐哉EMC事業主任

（京都グローバルクラブ）

11月の例会【第一例会】

日時：11月10日(木) 18:30〜21:00 ホテル日航プリンセス京都
司会： 錦織ワイズ ゲストスピーチ「社会人として大切な事はみんなディズニーランドで教わった」香取貴信様
【第二例会】日時：11月24日(木) 19:00〜21:00 ホテル日航プリンセス京都 司会： 錦織ワイズ
プログラム：メンバースピーチ 上田ワイズ、中村誠司ワイズ、谷口ワイズ、藤田ワイズ

仲間が集まる100人例会
1月の第１例会は、100人例会と称して行われました。沢山のゲスト

の方と一緒に有限会社香取感動マネジメントの代表取締役の香取貴

信様の、
「社会人として大切な事はみんなディズニーランドで教わっ

た」
という講演を拝聴しました。

まだ知名度が低くバイトの応募者は誰でも入れるような時代にアル

順調25周年の会長経験を話しましたがやはり10分は長かった。準備

不足は致命的で後半の5分は何を話しているか分からず。詰まる言

葉、続く沈黙、噴き出す汗で終了。谷口ワイズは15周年や20周年の

経験談を楽しく拝聴しました。藤田ワイズはインドの事や久僧キャン

プの話は懐かしく思いました。
メンバー同士の強いつながりも大切で
すが、そのパワーを何に使うのかが大事と感じた例会でした。
（篠原
寿一）

バイトでディズニーランドに入った香取さんの自分の仕事心にスイッ
チが入るようになるまでのエピソードと、同期と言うか当時一緒に働

いていたカガヤさんという方がアメリカのディズニーランドで働くよう

になるまでのエピソードをご紹介してくださいました。

意外だったのは、
ディズニーランドに接客マニュアルがなく、先輩から
後輩へ人伝いに接客姿勢が伝えられているという話でした。

自分はディズニーランドではないのですが、
「社会人として大切な事

はみんな芸能界で教わった」人です。大学に入るまでバイトらしいバ

イトもせず勉強一筋の学生時代を過ごしひょんなことからご縁があっ

てテレビの制作会社のADとタレントさんの付き人をしていたことがあ

りました。

席の座る場所からなにからなにまで全く分からないくせに自意識だ

けは異常に高く今思えば赤面するようなエピソードばかり残しました
が、
まさにそのおかげで今の自分があると思っています。

そういう意味で今回の講演はいろいろ共感できるところが沢山ありま

した。
そしてやはり方法は無限にあって、
自分らしい生き方で生きるこ

とが大切なのだなと思いました。

香取先生そして、お越しくださったゲストの皆さんどうもありがとうご

ざいました。
（天根静也）

１１月の事業参加
【成望館ふれあいまつりサポート】
日時：11月5日（土）場所：成望館

所員さんと楽しく触れ合う

想いを語るメンバースピーチ
急に寒くなってきて、風邪や仕事で欠席の目立つ11月第2例会、本

日は4名のメンバーによるスピーチ上田敦ワイズと中村誠司ワイズ2

名のテーマが「10月一泊例会を通じて感じた事、
クラブとして何が大

切なのか？」谷口豊ワイズと藤田寿男ワイズが「30周年を迎えるウイ

ングクラブのこれから」上田ワイズからはウイングが様々な取り組み

をしている事に感心した事と、反面クラブメンバー同士の仲の良さや

家族同士の強いつながりが、新しいメンバーには溶け込みにくい状

況があると指摘。
この件については改善したいと思いました。続いて
中村ワイズ、西野ワイズの欠席で急遽のスピーチ依頼に、滑り出しは
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先日例年通り成望館にてふれあいまつりが開催されました。
例年と比べると時期が少し遅く開催されたためウィングクラブの毎年
の出し物であるフランクフルトとかき氷で良いのか委員会で議論す
ることになりました。
さすが先輩ワイズ！色々な意見の中から児童園の
子達が喜んでくれるだろうスマートボールをすることになりました。事
前に成望館の職員の方々と打ち合わせを行い成功を確信し当日を
迎えました。私は初めて参加させて頂きましたので集客状況が当日開
始時間まで心配でした。
しかし１１時開始でしたが１０時３０分位
からバザー会場に人だかりが出来ていました。
フランクフルトも150
本持参してお り完売できるか心配しておりましたが早い時間帯で完
売することができました。
また参加しているワイズも成望館職員の方
の指示のもと他の売店のヘルプに回り利用者の方々と協力し全商品
完売近くまで販売することが出来ました。
私も販売を利用者の方々と一緒に行いましたが1つの事を協力しな
がら行うことの重要性を忘れていたと感じました。参加している先輩
ワイズは指示されることもなく自ら動いている姿も大変勉強になり感
動しました。
また利用者の方々の演奏や合唱では本当に楽しく一生懸
命な表情をされており私が勇気をもらい考えさせられる時間となりま
した。１１時からの数時間の間でしたが利用者の方々や児童園の子

達、先輩ワイズ、成望館職員、色々な方々から何か言葉では表現でき
ないものを学ぶことが出来ました。
今期会長主題である
「もう１度 心と体で」を考えワイズライフを過
ごせればと強く思う大切な日になりました。
（宮谷佳宏）

【リ・ブラン京都中京バザーサポート】
日時：11月23日（水）場所：リ・ブラン京都中京

【京大こども病棟秋祭り】

協力してワインやお酒等を販売リプランバザー

日時：11月14日（月）場所：京大病院

少し寒いが快晴なり。１１時１０分、集合時間より１時間も遅れて到
着『おはようございます！
！』
と言って裏の門を入って行くと同時に一台
今年も待ち遠しかったこども病棟秋祭り
のトラックが、バックで入ってきた。元ウイングメンバーの大槻君だ。
『もうちょっと早く言ってくれたら揃えられたのにィ〜泣』
と・・・？その後、
今年は、月曜日開催となり休み明けの忙しい中ではありましたが、時
中西さんが走って来て
『あの〜・・壱・・市・・ほら市村・・？・・おっさんが
間を割き京大病院小児科病棟の秋祭りに参加しました。
忘れとったんや・・』
・・？
ウイングは、
スマートボール・輪投げ・ヨーヨー釣り・バルーンアートと
意味が解らない・・・ただ、大槻君が持って来た花を急いで運ばないと
例年通りの出し物でしたので、準備も手慣れたもので段取り良く進め
いけない事だけは理解できたのです。急いで運ぶと、バザーは開門と
られ各担当に分かれてリーダーとペアーを組み、子ども達がやってく 同時お客様がワイン、お酒の方に駆け込まれた様で、その他のブース
るのを待ちました。
もすごい人でした。私は、花のブースでの販売に追われ二回目の訪問
私は、輪投げの担当をしましたが、輪投げが気に入り1人で3回、4回
で花を求めてこられた方に無理やり詰め込み（笑）完売！
！お酒の方は
とやってくる子もいましたし、輪が入ると何とも言えない嬉しそうな表
１時間で完売したらしく、来年こそ２倍の量は持って来てほしいとこ
情の子や恥ずかしそうに照れる子もいてこちらも笑顔になりいっしょ ろですね。
さてウイングの売り上げですが花が32,340円、酒、雑貨が
に楽しみました。
47,700円、計80,040円でした。多分ですが、今までで一番の売り上
各ブースとも大盛況であちこちで歓声があがり、子どもたちもご家族
げだと思います。後片付けも無事に終わりました。
ウイングメンバー、
も笑顔が見られ時間を割いてきた甲斐があったなとつくづく思いまし
またこのバザーに関わられた皆さま本当にお疲れ様でした。
た。
※18時からの打ち上げに参加された方・・楽しかったね・・記憶ありま
この秋祭りは、病気の子ども達やリーダーとじかに接することが出来
せん・・
（笑）
（今村隆宏）
る行事ですので、新しいメンバーもぜひ一度参加してみて下さい。
（谷
口豊）

【リトセンオータムフェスタサポート】
日時：11月20日（日）場所：リトリートセンター

YMCA会員リトセンに集合！
11/20晴れ。
メタセコイヤの木の下で、京都部のワイズメンが多数参
加されて行われました。
300人ほどの参加で食材も早くから完売し14:00ほとんど無くなり大
盛況でした。
また一品寄贈の品も皆様のおかげで特にウイングクラブのメンバー
様の無理やり支援をいただき感謝をしています。￥23,240をYMCA
に渡すことができました。
買ったグラスで二人で乾杯をしました。良く飲むわーおおきに！
（中西
康晴）

【韓国金浦クラブキムチ漬けサポート】

日時：11月25日（金）~27日（日）場所：韓国金浦クラブ

リベンジで、来年、再び参加します。
10年ぶりにひいた風邪と寒波の予報のため重装備で初めてキムチ
漬けに参加しました。
昨年、先輩メンバーの皆さんが行かれたお話をお聞きしたときに是
非参加したいと思っていました。
往路は別便でしたが皆さんとほぼ同時に金浦空港に到着。
金浦クラブの皆さんの送迎で会場。
白菜をリレーで地下の作業場まで下ろし、
どんどんカットして塩漬け
までが初日の作業。。張り切って頑張ってしまいました。
2日目、今度は塩漬けの白菜を水でバシャバシャと洗う作業。。。
これ
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がやばかった。
ビショビショのずぶ濡れ。作業に行くのである程度は予想していまし
たが、初参加のメンバーには準備物（作業用の服など）や行程のイン
フォメーションがあると助かります。
少しづつ悪寒に侵されダウン瞬前。
最後の作業には参加できずホテルまで金浦のメンバーに送って頂く
という失態でした。が、送ってもらう車ではメンバーのお嬢さん（日本
語がわかる）にスピーカーモードで電話をして頂き同時通訳の状態
で色々と気遣ってくださいました。
最後は韓国語でお礼を述べたくてググっていたらメンバーも運転しな
がらスマホを触っておられて。。
日本語で『今日はお疲れ様。おだいじ
に・・・』
と。。
とても感動しました。
あれだけの沢山の白菜をカットして塩漬けして水洗いして最後の仕
上げに関われなかった事で来年、再び参加する錦の御旗ができまし
た。
最後に道中、佐々木会長、森本委員長をはじめ藤田正純Y'sやご一緒
した皆様にはご心配をおかけして申し訳ありませんでした。
来年も宜しくお願いいたします。
（西野健次）

Happy Birthday
武村 歩

12月1日

石田 玲子

12月2日

今村 隆宏

12月19日

島本 浩晃

12月24日

森本 賴和

12月24日

また１年間淡々とやっていこうと思います。
出掛ける時に、鍵をかけたり、開けたり、又、かけたり、忘れぽ
っくなり大変です。そんな年になりました、いやいや、もっと頑
張らなければ。
よろしくお願いします。
12月19日で５２歳になります。今年も何かされるかも.......?
去年は泣かされました！
！ 人生は何が起こるかわかりません。
っという事はこの先も何が起こるかわからない訳で〜ありま
す。
毎年この時期が来るとハラハラ〜ドキドキ出来ることを幸せ
に思い大切にしていきたいと思います。
今年もまたバースデーがやってきました。もうｈａｐｐｙで
はありません。できれば、きてほしくもありません。
しかし、毎
年必ずこの日がきます。今年で５５歳になります。それは変え
られずとも、バースデー・アニバーサリーは、
気持ちと体はいつまでも若くいたいものです。
あっという間の一年。
このあいだ、５０歳になって、バースデ
メンバーのみの公開となります。
ーメッセージを書いたとこなのに、もう一年。時間が歳をとる
ごとに速くなってるように感じる。もう少し余裕を持って、思考
を凝らして、書きたいのに〜。
でも、元気なカラダで産んで、育
ててくれた両親に感謝します。歳をとるごとに、
この想いを大
切にしたいと感じる、オトコ５１歳‼

Happy Anniversary

メネット会が
11月12日
（土）
PARTY & DINING
LIVING:BAR
で行われました。

井上 篤・昭代 夫妻

12月3日

藤田 寿男・一美夫妻

12月24日

１１年目になります。来年からランチ営業を始めます。
また長
男が学童野球の最終学年になりますので日曜日は野球漬け
になります。夫婦共々体力勝負になりますので、体を壊さない
ように気を付けて頑張っていきたいと思います。

うっかりしていた時期が長く、そのうち忘れてしまって、催促さ
れて思い出し、忙しさにかまけてそのまま飛んでしまい、
とう
とう静かな雷が落ちる。
よくある話です。
しかし私にとってこれ
は決してアニバーサリーの話ではありません(そのことは忘れ
ません)。
この原稿のことです。
ブリテン関係の皆様、
ご迷惑を
おかけしました。
矢の催促より恐ろしい某ＳＪの静かな雷で
編集後記 今月号は原稿が多く、詰め詰めのブリテンになりま
してすいません。
しかし、皆さんの熱の入った原稿はやはり委員 アニバーサリーどころではありません。もうすでに文字数もか
とりあえず４４回目を
長のご人徳かと見習っていきたいと思います。来月も指名され なりオーバーしています。終わります。
迎えます。
た方はよろしくお願いします。
（天根）

11月・12月の予定
12月の予定
1日（木）
4日（日）

8日（木）

16日（金）
18日（日）

第一例会：IBCアワー

19時〜

役員会

19時30分〜

第二例会：クリスマス例会

18時〜

マリアの会クリスマス会

市民クリスマス

1月の予定
Ｈ日航プリンセス

12日（木）

三条ＹＭＣＡ

26日（木）

Ｈ日航プリンセス
YMCA三条本館

19日（木）

第一例会：新年例会

19時〜

Ｈ日航プリンセス

第二例会：半期総会

19時〜

Ｈ日航プリンセス

役員会

19時30分〜

三条ＹＭＣＡ

Ｈ日航プリンセス
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