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リーダシップなくしてリーダーに非ず！ク
ラブ、部、区、あらゆる機会に学びの場が
存在します。その機会を学びと捉えるか否
かがリーダーの資質の違いです。全てを有
意義に捉えリーダーシップを身に着けて下
さい。
船木順司ワイズリーダーシップ開発委員長

（京都トップスクラブ）
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容姿や背の高さに目を向けるな。わたしは彼を退ける。人間が見るようには見ない。
人は目に映ることを見るが、主は心によって見る。
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ウイングクラブもいよいよ３０周年を迎える時期が迫ってきました。先輩クラブから見
ると、まだまだ３０年といわれるかもしれませんが、過ごしてきた年月を思い返してみる
と、よく頑張ってきたなというのが実感です。設立当初は“ウイング基準”なるものを掲げ
て、例会後のロビーやそれぞれの委員長宅での委員会後も明け方近くまで侃々諤々ある
いは喧々囂々と、それはそれで意味のあった議論を楽しんでいました。メネットたちの冷
めた眼差しも気にならず、ワイズ談義と称してお互いの理想を称えたりけなしたりしてい
たことが懐かしく思い出されます。まだ京滋部だった時期、部会をホストして瀬田のホテ
ルで各クラブ会長による弁論大会を企画したのも、その延長線上だったように思います。
ＩＢＣの締結先に、言葉や距離に大きなハンデがあるにも関わらずインドのクラブを選
んだことや、丹後半島の北端、久僧の浜でその後１５年続いた障碍児キャンプ開設ワー
クをスタートしたことなどは、ほとんどのメンバーが若くクラブも若かったからこそできた
ことで、これが創立５周年前後のウイングの姿でした。このときすでにメンバーは４０名
を超えていて、新しい事業への取り組みにも積極的で、ウイングにとっての黎明期とも言
える時代でした。

今振り返ってみると、ワイズワイズと言っていたものの、それはウイングのことであって、
ウイングはどうあるべきか、どうありたいかという思考の中に留まっていたような気がしま
す。京滋部長を出して以来、部や区の役を受けることもなく、今でいうＹМＣＡのＢ会員、
当時の正会員も皆無に等しく、まだまだワイズやＹМＣＡに対する理解は浅かったよう
に感じます。それだけウイングに関わっていることそのものが楽しかった時期でした。私
も、ワイズやＹМＣＡの活動に出かけていく時ですら家族から、今日は(も)ウイングか？と
言われていたくらいです。

１０周年でトゥービークラブを設立した頃メンバーも減り、少しずつウイングの在り方
や事業の在り方を見直そうという考えも出始め、結果としてＹМＣＡとの関わりが濃くな
ったというか、ＹМＣＡの様々な事業に抵抗なく(積極的に)参加する体制が出来上がっ
てきました。決してそのことだけが評価される訳ではありませんが、その後５年５年の節
目で着実にウイングは変化を遂げています。ただもう少しウイング以外のワイズにも目を
向けて行けたらとも思います。３０周年をまた一つの転機とし、ウイングに所属すること
が、様々な体験を通してワイズやＹМＣＡに対する理解をより深めていくことであり、こ
れからのワイズやＹМＣＡへの新たな提案にまで繋げていけることを意味することにな
ってほしいと期待しています。それを“ウイングする”と言ってみようではありませんか。

会　長 President 佐々木貫二／Knaji Sasaki
副会長 VicePresident 北川雅俊／Masatoshi Kitagawa・中村誠司／Seiji Nakamura
書　記 Secretary 谷口豊／Yutaka Takiguchi・木下敬悟／Keigo Kinoshita 
会　計 Accountant 市村和清／Kazukiyo Ichimura・松島正雄／Masao Matsushima

藤田寿男
☆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 Y’s Movement"
 “ワイズ運動を尊重しよう”
ｽﾛｰｶﾞﾝ： "Solidify the Y’s 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 Y’s 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』　

ＤＯ　ＹＯＵ　ＷＩＮＧ　？
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4月の例会

ゲストが沢山１００人例会 期待感と危機感

【第一例会】日時：4月6日(木)　18:30～21:00　ホテル日航プリンセス京都　
司会：上田ワイズ　プログラム：『国際情勢あれこれ』参議院議員民進党幹事長代理　福山哲郎様
【第二例会】日時：4月20日(木)　19:00～21:00　ホテル日航プリンセス京都　司会：石田ワイズ　
　プログラム：IBCアワー　台中グレイトビジョンクラブとのIBC締結進捗状況

今回の例会は、台湾とのＩＢＣ締結に向けての例会で
あった。先日クラブより数人が、台湾のクラブに表敬訪問
していただいたわけである。進行は、最初表敬時の写真
をもとに進み、最後「覚書」なるものが紹介された。(漢字
ばっかりで意味不明であったが)他国のクラブとＩＢＣ
締結する、ということは非常に期待して良いことで、大い
に歓迎する。話が順調に進むことに何ら異論はない。が、
今回の話や、他クラブのＩＢＣに関する情報を耳にする
にあたり、ずっと引っかかっていることがある。それは、金
浦クラブとの締結の折、十分話し合った「接待攻勢」の件
である。あれだけお互い「割り勘」文化で共通しあったに
もかかわらず、こちらが訪問した際相手の会長が「自分が
払う」と現金を地面に放り投げたシーンを覚えている方
も少なくないだろう。その会長はすでに退会されている
が。他クラブから聞いた話でも、台湾のクラブは「接待」が
普通であり、大挙して来日、クラブの予算を必要以上に消
費し、それに反対する多くの退会者が出た、という話も聞
いた。訪問者の方もそのへんを理解し、「割り勘」方向で
話を進めていただいたとお聞きしている。そのこと以外
には問題が無いようなので、十分話し合い、理解しあい、
合意しあって、締結に向けて進んでいってくれることを心
より願う。（武村松一）

昨年１２月１８日にクリスマス入会式を終えてから、初
めての１００人例会が開催されました。定刻６時半から
開会点鐘、ワイズソング斉唱と進み、３６名のゲストの
紹介がありました。佐々木会長からウイングクラブの活動
紹介が簡潔に行われ、インフォメーションタイムを経て、
メインプログラムに移りました。「国会情勢あれこれ」の演
題で、参議院議員民進党幹事長代理　福山哲郎様より、
質問を含む2時間のご講演を頂きました。ワイズメン活
動には政治と宗教の話はご法度との事で、決して民進党
に偏った話はしないとの断り書きつきながら、国会開会
中という事もあり「豊中市の某小学校開設にまつわる話」
など話せる範囲でいろいろお話頂きました。福山様自身
も１９９５年にメイプルワイズメンズクラブに入会して、
ウイングのメンバーとも親しく活動していた経歴もお持ち
の事がわかり、親近感が湧きました。その後北川次期会
長の音頭で乾杯が行われ、９時までの食事・宴会タイム
に移りました。アルコールも振る舞われ、テーブル毎はも
とより、会場のあちこちで名刺交換・歓談の輪が広がって
いました。私もお二人のゲストをお呼びしていたので、お
二人を中心に皆様方とお話が弾みました。自分がホスト
役になるのも久し振りで心地よい緊張感がありました。
あっという間に時間は過ぎて、二次会・三次会？とますま
す盛り上がり、和やかながら活気のある例会となりました。
楽しかったです。（田中富基）
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ＪＯＣＳウォーカソン中止でスキヤキパーティー

【JOCSチャリティーウオーカソン】
  

週間天気予報がはずれ、当日は快晴で初夏を思わ
せる陽気のなか、夜桜フェスタが開催されました。肝
心の桜は、この陽気にもかかわらずまだチラホラ咲
き始めている状態でしたが、留学生も含め専門学校
生が多数来られ、来客もありフェスタはすごく賑わ
いました。
当日は、夜桜フェスタに先だちリトセン50周年記念
事業の献橋式礼拝と新橋の渡り初めが行われまし
た。

JOCSウォーカソンが雨天中止になり、当日、私は仕
事をしておりました。
その為、開始時間ギリギリに中村誠司ワイズの別宅
に到着したのですが、ほぼ全員集まっており直ぐに
すき焼きを頂くことになりました。今村ワイズが用意
したお肉を調理して頂き、本当に美味しく感動があ
りました。またその他の料理も美味しく、幸せな一時
となりました。私は仕事の都合で何時ものように車
で参加し、飲まない状況だったのですが、田中ワイ
ズと一部のメンバーとの討論があり、私自身も最終2
時18分までお付き合いさせて頂きました。話し合う
事の大切さと田中ワイズのパワーを実感しました。
最後にこの企画を頂いた中村誠司ワイズとメネット
に感謝し、御礼申し上げます。（佐藤昌利）

4月の事業参加
日時：4月8日（土）場所：鴨川堤防

　

ＹＭＣＡ会員集合、リトセン夜桜フェスタ

【リトセン夜桜フェスタ】
  日時：4月16日（日）場所：リトリートセンター

YMCA、ワイズ念願の新しい橋ができ、観光バスが
駐車場まで入ることが出来るようになりました。駐車
場も砂利がまかれぬかるみがなくなっていました。
来場者が安全にまた利用者数が増えて大いに賑わ
うことを祈っています。
さて夜桜フェスタですが、ウイングは例年通りうどん
と一品寄贈の販売を担当しました。
うどん販売は例年のごとくで手慣れたものでメンバ
ーが交代しながらスムーズに完売となりました。一
品寄贈の販売もこちらも例年のごとく中西ワイズの
無理やりの押し売り??でどんどん物がはけていきま
した(笑)
昨今、クラブ内でサバエの収益の話が良く出ますが、
この夜桜フェスタは夜桜を見ながら賑わい楽しむの
はもちろんですが、本来の目的は各クラブが食材を
提供し、チケットの販売収益を全額リトセンの収益
金とし修繕費や運営費に充てるというのが目的であ
り春と秋にお祭りが行われています。橋も良くなりい
つの日か利用料でリトセンが運営できるようになれ
ばと感じさせられる日となりました。（谷口豊）

新しい橋の
開通式の
模様



西沢 剛・いずみ 夫妻　5月4日
結婚して35年目になります。ひとえに家内のおかげと思って感謝して
おります。5/4の記念日は長男が結婚して沖縄市の病院勤務なので
長女、次女も連れて家族みんなで沖縄で祝う予定です。

宮谷 佳宏・美保子 夫妻　5月6日
今年で結婚し１９年になります。去年の原稿には妻との時間を増や
したいと書きました。
子供も２人高校に入学し去年から妻に時間に余裕が出来てきたか
らです。
最初は私の趣味のゴルフを一緒にしたいと思い誘いました。妻は暑
いし日焼けするしとの理由であっさり断りました。
その後２人とも自分の時間を費やしていましたがあるゴルフ予定の
日に雨が降り中止となりました。
仕方なく妻の買い物に付き合い荷物持ちをさせられましたが意外と
私には新鮮に感じられました。
当初お付き合いの時にはしていたなと思いそれ以来毎週買い物に
行くようになりました。
今 後は映画　旅行などに時間を使っていきたく思っている今日この
頃です。

篠原 寿一・きよ美 夫妻 5月12日
結婚２８年目になります。子供が幼い時は女房と子供を連れて
遊びに出かけてり、リトセンサバエのワークに出かけたりしていまし
た。
現在は、それぞれ予定があるので、誰もついてきません。寂しい限り
です。

西沢 剛　5月14日
5/14で62歳。じいじの階段ひとつずつ登ってます。長男が4月に結婚
したのでほんとのじいじになるのを楽しみにしています。してること
は何も変わらないのですが、これを書いてる今もなかなか風邪が抜
けず体力、気力の衰えを感じ始めています。

奥村 暎子　5月18日
昨年は古希のお祝で４つも同窓会やＯＢ会がありました。
病気や家族の介護、又仕事の都合等様々な理由で参加できなかった
方も多数居られましたが、おかげ様で私は全ての会に出席できまし
た。
次は７７歳までは元気で過ごし又、少しでもお役に立てれば...と願っ
ています。

中村 誠司　5月19日
46才になります。なんとも中途半端な年齢で何か目標をと思ってい
た時にIBC委員長に任命されました。周年期でもあり新しいIBC締結
に向けての動き出しもあり何かとバタバタした日々を送っております。
思い出深い一年になりますように。

宮谷 佳宏　5月22日
今年で48回目の誕生日を迎える事になりました。この原稿依頼を機
会に48年間を振り返ってみました。
小学4年から高校卒業までは野球のみに全力投球　社会人では19
年間サラリーマンで全力投球
現在個人事業者として全力投球している自分がいます。振り返ると常
に全力投球の人生であることを痛感しました。
しかし自分の為だけの全力投球から少しずつ子供の為妻の為など
内容は今までと違ってきている事にも気付きました。
ウィングの入会し先輩方々には違った人生観も勉強させて頂きなが
ら今後も全力投球で行こうと思っております。

Happy Birthday

  1日（木） 第一例会：30周年アワー 19時～ 日航プリンセス
  8日（木）              次期役員会 19時30分～ 三条ＹＭＣＡ
10日（土）11日（日）　西日本区大会 　　　 熊本市民会館
15日（木）　　　　引継役員会 19時30分～　　  
17日（土） 第二例会：引継例会  　　　　日航プリンセス
 
 

11日（木） 第一例会：30周年記念アワー 19時～ 日航プリンセス
14日（木）              役員会 19時30分～ 三条ＹＭＣＡ
21日（日）              かもがわチャリティラン 　　　 鴨川堤防
21日（日） 第二例会：ファミリー例会  ローザンベリー多和田
22日（月） ウイズキッズ病院コンサート  　　　　府立医大

5月・6月の予定
６月の予定５月の予定

Happy Anniversary
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事業部野外活動事務担当亀山です。主な仕事は、アウトドアクラブやキャンプに
参加する子ども達に関する事務です。京都市で生まれ、生後2か月の頃京都から
高松（香川県）に引っ越し、以降は高松で育ちました。3人兄弟の長女です。京都は
両親が青春時代を過ごし結婚後もしばらく過ごしていた場所として、昔から憧れ
がありました。私自身大学入学を機に京都に住むことになりましたが、まさか両親
が京都にいた期間よりも長くこちらで過ごすと思っておらず、今では実家に帰省す
る度に『まさかあなたがこんなにも京都に長く住むと思ってなかったわ』と、京都に
戻る私に、母が笑いながら言ってきます。母自身、京都近郊に若かりし頃お世話に
なった方恩師や、教会生活を送っていた時の友人がいるので、年に数回私のとこ
ろに遊びに来て、その方々と再会することをとても楽しみにしています。私も母と
同じように、十数年、二十数年後に、若かりし頃の友人と再会して、「そんなことが
あったね、そういえば」と昔話を楽しみと思います。これからも憧れの京都の地で
YMCAにつながり、その活動を陰ながらサポートすることで、より会員の方々や地
域の方々に必要とされるYMCAを作り上げていけたらと、心から願っています。今
後とも、よろしくお願いいたします。
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事業部
亀山みぎわさん

事業部
亀山みぎわさん

編集後記　今期もあとわずかとなりました。次期の30周年記念例会に向けての心と体の準備を始動していきましょう（佐々木）

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。


