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★クラブ会長主題 「協力＝強力」
●今月の聖句

あなたがたは地の塩である。だが、塩に塩気がなくなれば、その塩は何によって
塩味がつけられよう。もはや、なんのやくにも立たず、外に投げ捨てられ、
人々に踏みつけられるだけである。
マタイによる福音書第5章13節

☆国際会長（IP）
Henry Grindheim（ノルウェー）
主 題： "Friendship across the borders"
“国境なき友情”
ｽﾛｰｶﾞﾝ："Let us walk
in the Light - together."
“ともに、光の中を歩こう”
☆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）
大野 勉（神戸ポート）
主 題：2022年に向けて
「心身の健康づく
りから、
クラブの健康づくりへ」
“Healthy mind & healthy body
make healthy club”
☆京都部部長
竹園憲二（京都ZERO）
主 題：“Al Hands on Deck!”
それぞれの場所で、それぞれの力を
尽くす。
そして時には一つに合わさっ
たら、
もっと素晴らしいことが出来る
と思います。

今年はツリーハウスを見に是非サバエにお越し下さい
Yサ委員長

今年のキャンプの内容について 第一回実行委員会の時に話し合いが
もたれました。
その時にキャンプに携わるリーダーたちが
「今年は冒険心をくすぐるような 何かを
目玉的な企画として考えたい。。」
と言うような思いを語ってくれました。
キャンプ場の中にアスレチックとか 列車など。
。
アスレチックは無理にしてもそれがヒントとなりツリーハウスを作って昔
の秘密基地みたいな子供たちだけの城にすると面白いのでは・・・・と
いう風になって。。。。
そんなん、誰がするんやろ？？と私は他人事のように聞いていたんです
が 、実行委員長の中西Yʼsから
『おい！
！聞いたか？お前がやるんやで』のひとこと。。。
まじですか？？予算も組んで、その他ウイングの専門家たちに声掛けし
て、
ちゃんとやるんやで。。
リーダーが言うてるんやか。。
ということで武村Yʼs、松島Yʼs、小田Yʼsをはじめウイングの皆さんのお力
添えで素晴らしいサバエの新たなスポットが完成しました。
キャンプ当日は松島YSがツリーハウス名人・その手下として森本YS、そ
して西野が子供たちに二日間のキャンプを通してお題を出し、それを最
終日にクリアして子供たちはツリーハウスに登れるようになるという壮
大な？？冒険ストーリーになる予定です。
皆さん、通しでの参加が難しい方は一時間でもいいのでそのツリーハウ
スを見にサバエに来て頂けたら素晴らしいと思います。
DATA OF JULY
●7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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西野健次

第１例会
37名
0名
0名
0名
0名

●7月月間メイキャップ者数
●7月月間出席率

●BFポイント 切手
現金
7月分
●ニコニコ 7月分
●ファンド 7月分

0 pt
0円
3,000 円
0円

累計
累計
累計
累計

第２例会
30名
7名
2名
20名
0名
0名
93％

0 pt
0円
3,000 円
0円

8 月の強調テー マ

Youth
Activities

ユースと共にYMCAを尊重し、ワイズメンズ

クラブとしての責任と協力を果たし、互いの
理解を深める為のプログラムを推進しましょ
う。

山川新一 Yサ・ユース事業主任
（京都めいぷる）

7月の例会
【第一例会】参加者：メンバー37名
日時：7月6日(木)19:00〜21:00

場所：ホテル日航プリンセス京都

プログラム：キックオフ例会「総会」

司会：木下ワイズ

第30期報告、第31期事業計画・予算など

議案審議の方は無事全て承認されました。写真は新3役の皆さん。
北川会長最初の挨拶！

次期会長の乾杯

バースデー

アニバーサリー

【第二例会】参加者：メンバー3０名、メネット７名、コメット２名、ゲスト２０名
日時：7月22日(土)18:00〜21:00

場所：チャンバーズ

プログラム：納涼例会

飲んで歌って踊って楽しい納涼例会でした。

兄 弟クラブ韓国 金 浦クラブの20周年記念例会に行ってきました。

7月1日に金浦クラブの20周年記念例会が行われまし
た。ウイングクラブからも北川会長を始めたくさんの
メンバーがお祝いに伺いました。
20周年おめでとうございます！
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過去のブリテンを振り返ってみました

「ワイズをアピールする」ということは

「子ども達にくださった宝物に感謝

“ワイズメンズクラブはYMCAをサポートしてい
ます”。例えばこんなコピーが新聞の全段広告をも
し今飾ったとしたら、いったいどんな反響があるだ
ろう？トヨタやソニーの簡潔で小粋なコピーなら
いざ知らず、
「YMCA？そう言えばあそこで看板見
たな」
「確か…をやっているはずだが」
「あぁ、あの
人もYMCAに行ってたと言ってたな」
「教会とは違
うの？」等々我々にとっては頼りない反応が戻って
きそうです。
「何をサポートするのかしら」
「YMCA
って、
きっとお金に困っているんだわ」
「ってことは
ワイズメンズクラブってお金持ちの集団なのね」。
今どき細かい説明文なんて見向きもされないから、
冒頭のコピーだけではおそらくYMCAやワイズに
関わりのない人たちからはその程度の反応しか
還ってこないのではなかろうか。仮に細かい説明
を入れたとしても、
「へぇ〜」
とか「ほぉ」
とか、いっ
とき関心されて、あとは記憶の片隅に追いやられ
るはめになるような気がしないでもない。関心が
なければ誰も気に留めないのは世の常だけれど、
これまでにYMCAやワイズが社会に向けて何もア
ピールしてこなかったはずはないのだけれど。
広報活動と言えば広告（狭い意味での）
と直結
してしまう人もいるでしょうが、広報活動が充分に
浸透していなければ広告には何の効果もありませ
ん。
よほど人気のあるタレントを使わない限り、知
らない会社の製品を買う人はいないでしょう。
我々は物を売るわけではなく、YMCAという運動
体に関わってもらう人を増やすことが目的の一つ
ですから。言い換えますと、
よく知らない団体の運
動に参加する人はいないということです。
だからこ
そ今、広報活動が大切だと叫ばれているのは当然
のことだと思います。全国にたくさんあるワイズメ
ンズクラブが全国にたくさんあるYMCAをサポー
トしているといっても、結局は観念論に終わってし
まうので、やはりそれぞれのクラブがそれぞれの
地域で、YMCAを支えるために具体的に「何を」
し
ているかをアピールし続けない限り、社会から認
知されないのではないかと思います。そういう意
味で各クラブのホームページの開設普及が、
これ
からの大きな力となりそうです。
ワイズとYMCAの活動が広く世の中に浸透した
ら、“ワイズメンズクラブはYMCAをサポートしてい
ます”。
こんな広告がきっとインパクトをもって人々
の心に響いてくれることでしょう。

「青い空と白い雲のキャンプ」は8月21日（土）
〜22日
（日）の1泊2日で今年度もサバエキャンプ
場にて行われました。
このキャンプは今年で2回目
で、
ウイングには昨年の初回から支えていただい
ています。参加した17人の子ども達は病気と闘っ
ている子どもとそのきょうだい達です。
これらの子
ども達が始終笑顔でキャンプを終えてくれました。
子ども達の症状の中にはバランスを崩すと危な
いことになる子たちもいます。医師の先生方が血
相を変えて走り回ることもなく、無事に終えたこと
を本当に神様に感謝します。
子ども達の感想文を読むと、彼ら彼女らにとっ
てとても大きな体験であったことが分かります。初
めて出会った自然の中での発見。そして年齢が違
う仲間と共に生活の中で生れる発見や喜び。両親
から離れて生活することへの不安と、それゆえに
やり遂げた達成感などが読み取れます。一人の女
の子は感想文に学年が４つ下の女の子のお姉ち
ゃんになれた事、多くの仲間が支えてくれたことを
喜びとして書いてくれました。いつもは世話をされ
るばかりの彼女が、年下の子どもにシャワーをか
けてあげたこと。いつも家族に面倒をかけてきた
自分が人に何かをしてあげることが出来て、その
子から
「お姉ちゃんありがとう」
といってもらえたこ
と。気温が高くて表に出ることの出来ない彼女の
ために、仲間が代わってしじみと取ってきてくれた
こと。
『リーダーがいつも笑顔だから私まで笑顔に
なる。
』
『私も大きくなったら病気の子どもと遊ぶボ
ランティアになるんだ』
と考えるほどの喜びがあっ
たのです。
今年は51人のボランティアが17人の子どもた
ちを支えてくれました。参加する子ども達が増える
こともさることながら、それを支える奉仕の輪がど
んどん広がって行くことに喜びを感じます。
特にウイングの頑張った竹を切ってのあの「流
しそうめん」や早朝の「熱気球」、暑い中の「焼き
板」のこと、休みの日の疲れた体に鞭打っての奉
仕に子ども達には生涯忘れることの出来ない思い
出をもらうことが出来ました。
どうかこんなキャン
プを支えているウイングを誇りに思ってください。
そしてこれからもこのYMCAキャンプをよろしくお
願い申し上げます。
ありがとうございました。

（2002年10月号

藤田寿男Yʼs）

（2004年11月号

久保田展史主事）

今年は26・27日（土・日）に開催されます。
よろしくお願いします。
3

Kyoto Wings Bulletin 8/2017

7月の事業参加
【サバエ開設ワーク】

日時：7月2・9日（日）場所：サバエキャンプ場

巻頭でご紹介した
ツリーハウスも
無事完成しました︒

皆さん暑い中お疲れ様でした。

Happy Birthday
上田亜季

8月4日

この1年の間にいくつかの例会に参加させて頂きました

長谷川卓哉

8月18日

8月18日で35才になります。年々体力の衰えを感じる様

が、新参者の私にも皆様本当に優しく接して頂きました。 になりました。今年は健全な生活を目指します！
皆様の暖かなお気遣いを見習って行けたらと思います。

これからもよろしくお願い致します。

岸本伸也

井上篤

8月20日

４５歳になります。日々串打ち・そば打ち・炭と格闘して

8月12日

56歳になります。今年こそは、◯岸ワイズより見た目に2

番手になれるように自己管理しようかな？はてさて、結

おります。なかなか自由な時間がないですが、日曜日は

ワークや子供の野球にがんばって参加していきたいと
思います。あとまだまだ先になりそうですが、人を育てて

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。
例会に出席できるようにしていきたいです！
果はどうでしょう。
山下麻衣

佐々木貫二 8月26日

8月13日

今年から長男が幼稚園へ通い出しました。毎日大変で
すが、子供たちの成長を楽しみに頑張っています。

少し時間をつくってほっとしたいのが本音です･･･。

青倉智子

8月16日

43才。特に何が変わるわけでもなく。少年野球の応援で
真っ黒シミだらけ…せめてガッツポーズをたくさんさせ

てほしい！ケーキ屋さんのバイト、たまには買って帰って

くれてもいいんじゃない？相変わらず、子ども中心の日々
を今年も送るのかな。それもまた幸せということで。

去年は誕生日どころじゃなく

何をしてたわけじゃないけど
記憶があまりないです。
今年は家族みんなと

ゆっくり食事でも行きたいと思ってます。

木下敬悟

8月28日

36歳になります。
クラブ内では、
まだまだ若い方ですが

社会的にはおっさんの部類に入ってくる年齢なので
色々と気を付けていきたいです。

8月・9月の予定
8月の予定
3日（木）

9月の予定

第一例会：京都部公式訪問

19時〜

17日（木）

役員会

19時30分〜 三条ＹＭＣＡ

24日（木）

第二例会：Yサアワ―

19時〜

26・27日（土・日）青い空と白い雲のキャンプ

8時30分〜

Ｈ日航プリンセス 10日（日）
14日（木）

Ｈ日航プリンセス 21日（木）

第一例会：京都部会

15時〜

ウエスティン都H

役員会

19時30分〜

三条ＹＭＣＡ

第二例会：メンバースピーチ 19時〜

サバエキャンプ場

Ｈ日航プリンセス

※27日のリトセン秋期準備ワークは今年は不参加に決まりました。

ですがいかがでしょうか？ご紹介する文章を探すつもりがつい読み
編集後記 前回から始めました「BACK TO THE BULLETIN 」
ふけってしまいます。当時の写真も公開するかどうかはまだ委員会で決めたいと思います（笑）。
（天根）

4

Kyoto Wings Bulletin 8/2017

