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★クラブ会長主題 「協力＝強力」
●今月の聖句

何事にも時があり

☆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。

天の下の出来事にはすべて定められた時がある。
旧約聖書

コヘレトの言葉

「ウイングに入って良かったこと変わったこと」

3章1節

上田

敦

ワイズメンズクラブは、ＹＭＣＡの活動を支えることをその目的としています。
私の２人の娘は、幼い頃から京都ＹＭＣＡが開催するキャンプやスキー、
スイミ
ングスクールに通っており、京都ＹＭＣＡの活動には以前から親しんでいました
ので、
ワイズメンズクラブの目的には、入会する前から親近感を持つことができま
した。
入会して、いろいろなワークに参加させていただきました。子どもたちがここで
夏を過ごし、
たくさんの思い出を持って帰るのかと思うと、草刈りの手にも力が入
りました。
この夏、初めて参加した
「ソラシドキャンプ」
では、
自由に遊ぶことのでき
ない子どもたちの笑顔から、
「毎日を生きる」
ということの意味を考えさせられまし
た。
これらの経験は、いずれも日頃の仕事からは得られない特別のものでした。
ワイズメンには、一個の理想主義者であることが求められる、
とも言われていま
す。
あるべき自分に向かって日々学び、成長することが求められています。理想は、
なかなか一足飛びに得られるものはなく、
ましてや他人から押し付けられたりす
るものではない。各人が理想を意識しながら日々の成長を目指しながら過ごすこ
とによって、いつかは達するであろう境地なのだろうと思います。
大切なことは、高邁な理想を掲げつつ、肩肘を張らずにまずは自分のできるこ
とから取り組む。当たり前のようで実はとても難しいことを、
さらりと楽しみながら
取り組んでおられるウイングクラブの皆さんを心から尊敬しています。
そんな皆さ
んの仲間に入れていただいたことに感謝するとともに、私も、
「さすがウイングクラ
ブのメンバーだね。
」
と言っていただけるような、そんなワイズメンを目指したいと
思います。
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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
33名
0名
0名
0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
8,000 円
0円

累計
累計
累計
累計

第２例会
28名
0名
0名
0名
0名
0名
86％

0 pt
0円
33,000 円
0円

1 0 月の強調テー マ

BF
EF

国際組織の一員であることを再認識し、
BF/EFの目的を理解しましょう。

金澤市郎 国際・交流事業主任
（京都クラブ）

9月の例会

【第一例会*京都部部会】参加者：メンバー33名
日時：9月10日(木)15:00〜

場所：ウェスティン都ホテル京都

京都部会に全員集合

【第二例会】参加者：メンバー28名
日時：9月21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：「ウイング３０周年にむけて」スピーチ

司会：島本ワイズ

中島Yʼs、藤田Yʼs

第二例会は、
ウイングの重鎮中島
Yʼsと藤田Yʼsに３０周年にむけてス
ピーチを行ってもらいました。中島
Yʼsからは、例会という場が仕組みと
して参加し続けているだけで礼儀や
奉仕の心を養う場になっているとい
う話を自分の体験を元に話してくだ
さいました。藤田Yʼsからは新しいも
のを生み出したい、
さすがウイング
やなと思われることをやってきたい
というとても前向きな意気込みをお
聞かせいただきました。

バースデー
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アニバーサリー

こちらが中島 Yʼ s が言及されていた
過去のウイング基準という文章です

BACK◀

TO
THE

IBCはチャンスである

BULLETIN

（1999年8月号

三宅豊和Yʼs）

３年前、YMCAオープンハウスが無事終了し、
一人ロビーでコーヒーを飲んでいるとスタッフのS
さんが私の横に座り
「相談とお願いがあります。」
と声を掛けられました。
聞けば来春早々、台湾の台中YMCAに関わる高
校生が約２０名来日して京都でのショートホーム
ステイを希望している。ホストファミリーを探して
いる最中だが現在暗中模索。たいへん厳しい状
況にありぜひ協力をお願いしたい。そういう内容
でした。
私は全面的な協力を約束してホストファミリー
募集活動のうちあわせを終えた後、ふと当然の疑
問をSさんに告げました。
「なぜ一番に私などにこの依頼をされたのです
が？」
Sさんは答えました。
「それはあなたがウイングク
ラブのメンバーだからです。
」
「…………？」
「先輩から国際、ホームステイ、そしてIBCの事
はまずウイングクラブに相談に行けとアドバイス
を受けたからです。
」
その時、私は私達の自身の認識を超えたところ
で“国際のウイング”というイメージがYMCAのスタ
ッフに浸透している事に驚いたことを今でもはっ
きり覚えています。
その２ヶ月後、私は初めてホストファミリーなる
ものを経験しました。わずか１５日間の事でした
が、その娘さんと私達は言葉には尽くせいない実
に濃厚な時間をもつことができました。
先日、台湾よりエアーメールが届きました。
「高
校を卒業しました。来年は東京の国際学友会に入
学して日本語をもっと勉強します。
その時はまた三
宅さんの家に遊びに行っていいですか？」
という
内容で、その葉書に貼られたプリクラには懐かし
い笑顔が写っていました。
さて、今年はブラザークラブのランチから友人
達がやってくる予定です。私はホームステイとは
楽しいものだからどんどん引き受けましょうなどと
言うつもりはありません。IBC事業やホストファミリ
ーの体験にはたいへんなエネルギーが必要なこ

職員さん紹介

Y
M
C
A

過去のブリテンを振り返ってみました

とも事実です。
IBCの目的“言葉や文化、宗教、生活様式、そし
て価値観すらも違う他国の人々との交流の中で、
ワイズメンならではの国際感覚を楽しみながら高
めてゆくこと”私はそう理解しています。
「えらいこっちゃ」
と思うか「チャンスだ！」
と思う
か。
それはあなた次第です。

IBCを通じてのCS活動の展開

（1992年2月号

畑本誠Yʼs）

去年の1月、
ランチワイズメンズクラブとIBC締
結の調印をおこなったのが遠い過去の様に思え
る。その後クラブとしてやった事は、
ランチYMCA
総主事ナイク氏との日本での交流、
ブリテン及び
京都・日本の文化についての英文資料の送付、手
紙のやりとり等があげられるが、IBC事業の具体的
なプロジェクトは出来ていない。
（最近になってマ
ランガダ村の子供達への支援プロジェクトが提案
されているが）ただ、副次的なものとしてインド基
金の為の紅茶販売が行われ京都の各クラブの協
力を頂いてそれなりの成果はあがったのではな
いかと思う。
今後ランチワイズメンズクラブとの交流をより
一層深めるには、黒田日本区IBC・YEEP事業主任
のおっしゃる
「共通の奉仕活動等のプロジェクトの
実施」が必要であろう。
もちろんその場合、両クラ
ブが同じ土俵に立って慎重に協議を重ねる事が
肝要で、その為にはやはり目的意識を持って一人
でも多くのメンバーがランチのメンバーと交流す
る事が近道であろう。
今年９月にはランチクラブ会長のサブー氏も来
日されると聞いている。又ランチでのジャパンウィ
ークなる催しを行う予定もあると聞いている。我が
クラブももう一歩踏み込んでランチとのIBCの関係
を認識する必要があるのではないだろうか。
そしてもしその様な中で我がクラブだけでは手
に余る様なプロジェクトがあるとしたら、他の先進
国のクラブとIBCを締結し、三者で共通のプロジェ
クトを推進していくといったトライアングルの図式
（次項へ続く）
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（前項の続き）
も今後考えていくべきだろう。
とりあえず今年もう一度、特に前回行けなかっ
たメンバーも一緒にインドランチへ行くべきだと
思うのですが、いかがでしょうか。皆様のご意見を
お待ちしています。

Happy Anniversary
奥村 賢三・暎子 夫妻

10月6日

今年で４５年になりました。

金婚式を迎えるまであと５年です。
人生５０年と言われた昔に比べ、

今は男女共に平均８０歳以上の長生きが出来る世の中です。

まだまだ現役で夫婦仲良く？仕事に頑張っています。

会社に娘の婿殿が跡取りに入社してくれましたのでハッピー

でーす。

松島 正雄・貴代 夫妻

Happy Birthday
西沢 いずみ

10月14日

今月で4年が経ちました。結婚してからはまだ日も浅いですが

10月16日

いつもお世話になります。16日でついにというかやっとという

知り合ってからは20年が経ちました。昔から私の生活スタイ

ルは（酒浸り＞＜；）知っているので文句は言われませんが、
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。
か還暦を迎えます。
これといった変化はないのですが
少し生活スタイルを改善して心配事を減らさないとと考える
つい先日10年前から立命館大学院で目標としていた博士論
文が通り学位を取る事ができました。取ったからといって

すぐに何か変わるわけでもないのですが一区切りつきほっと

しています。

山岸 もとえ

お互い健康に気を使い健康寿命を延ばしたいと思います。

今村 隆宏・夏美 夫妻

10月17日

10 月18日で3年になります。いつまでも新婚気分の抜けない

10月18日

私ですが主人はそうでもないようで、

今年の夏は暑かったですね。

毎晩、身体の事を気にせず呑んで帰る日々を続けています。

暑さを理由に少し自分を甘やかし過ぎました。

筋トレ・エアロビクスを始めて体が蘇って来ました。

これからは美味しい食事と飲み物と運動ですね。それと会話
も！

松島 正雄

この頃です。

本当に大丈夫なのでしょうか？

とはいえウイング大好き人間ですので、末永くよろしくお願い
申し上げます。

記念日は・・素敵なサプライズを期待して・・・・・。

10月30日

今月で遂に50歳になります。私の「好きな言葉」
と
「目標として
いる心の持ち方」を報告させて頂くことで気を引き締めたい

と思います。

谷口 豊・紗知子 夫妻

10月30日

今年で24回目の結婚記念日になります。

息子達も成人し夫婦だけでなく家族で一緒に仲良く旅行に飲

みにとよく出掛けています。
・意識が行動を変え、行動が習慣を変え、習慣が運命を変え、 来年は、節目の年なんで少しは盛大にお祝いをとは思ってい
運命が人生を変える。
ますが・・・
・怒らず、恐れず、正直、親切、愉快に力と勇気と信念を持って
愛と平和を失わず自分の人生の責務を果たす。

30年・40年とふたりが元気で仲良く過ごしていけたらと願う
ばかりです。

10月・11月の予定
10月の予定

11月の予定

5日（木）

第一例会：30th記念アワー

19時〜

Ｈ日航プリンセス

2日（木）

第一例会：EMCアワー

19時〜

Ｈ日航プリンセス

5日（木）

ウィズキッズ病院コンサート

15時〜

京都府立病院

9日（木）

役員会

19時30分〜

三条ＹＭＣＡ

12日（木）

役員会

19時30分〜

三条ＹＭＣＡ

16日（木）

第二例会：IBCアワー

19時〜

Ｈ日航プリンセス

14日（土）

ワイズデー

西京極スタジアム

18日（土）

19時〜

Ｈ日航プリンセス

19日（木）

第二例会：CSアワー手話劇

22日（日）

じゃがいも引取り

卸売市場

29日（日）

国際協力募金

三条ＹＭＣＡ

19日（日）

成望館 ふれあいまつり

リトセンオータムフェスタ

23日（木祝）

リ・ブラン京都中京バザー

未定

京大こども病棟秋祭り

11時〜

成望館

リトリートセンター

衣笠教会
15時30分〜

京大病院

編集後記 10月11月はワークの多い時期です。体調管理に気をつけてお時間ある方はできるだけ少しの時間でもワークに参
加しましょう。原稿依頼もするかもしれませんよ。
（天根）
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