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★クラブ会長主題 「協力＝強力」
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DATA OF OCTOBER 11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　広報・情報委員長
（京都トゥービークラブ）

メンバー
メネット
コメット
ゲスト
ビジター

第１例会
35名
0名
0名
1名
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第２例会
36名
0名
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会　長 President 北川雅俊／Masatoshi Kitagawa
副会長 VicePresident 佐藤昌利／Masatoshi Satou・岸本伸也／Nobuya Kishimoto
書　記 Secretary 青倉国士／Kunishi Aokura・今村隆宏／Takahiro Imamura 
会　計 Accountant 石田賢三／Kenzo Ishida・宮谷佳宏／Yoshihiro Miyatani

☆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 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）
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。

ウイング31期がスタートし、来年の1月28日の30周年記念例会に向け30周
年記念例会を企画するチームと記念事業を検討するチームに別れて議論が重
ねられています。30周年記念実行委員長でもなく記念事業のチームリーダー
でもない私がお話しするのはおこがましいですが、両チームに関わっている委
員としてご指名でもありますので30周年記念事業について過去の周年記念事
業も振り返ってお話していこうと思います。
過去のウイングの記念事業は、ウイングの名を刻んで物で残すのではなく、
お金で寄付をしてきました。私が入会して10周年記念事業がまずあったのです
が、サバエやリトセンのキャンプ場に各クラブのキャビンなどの建物にクラブ名
を刻み寄贈されているのを見てきましたので、ウイングもそうなのかと思ってい
るとウイングは物では残さないと先輩方に言われ、国際協力の指定募金を100
万円されました。以後15周年・20周年とも150万円・200万円と国際協力や京
都YMCAの運営基金に寄付をしてきました。
25周年は、少し趣きを変え「叶えよう、リーダーの熱い想い」と題してリーダー
の想いを聞きコーラスグループのCD作成費用やミニプラネタリウムの購入や
こども病棟の本の充実などに費用を捻出しました。
今回は、またまた趣向を変え先日の例会でも披露されました通り「サバエキャ
ンプ場」にスポットを当て、長期計画で収益面や施設の改善に取り組んで夢の
あるサバエキャンプ場づくりに取り組んでいこうと議論されています。
まだまだ議論途中で長期でサバエと取り組むためにウイングの中に「サバエ
キャンプ場特別委員会」をつくり青写真を描いて、YMCAの各委員会や他クラ
ブの応援をお願いしながら調整し承認を得て進めていくことなので、すぐには
目に見えた結果はでないと思いますが夢のある記念事業にウイングメンバ
ーの熱い想いを結集して取り組んでいきましょう！楽しみです。

「30周年記念事業」                 　　　　　　　　　　谷口　豊

●今月の聖句

招かれる人は多いが、選ばれる人は少ない
マタイによる福音書　22章14節
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京都部会に全員集合

10月の例会・事業参加
【第一例会】参加者：メンバー3５名　ゲスト１名
日時：10月5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：「３０th記念例会アワー」

【第二例会】参加者：メンバー36名　ゲスト１名

【ウィズキッズ病院コンサート】日時：10月5日（木）　場所：京都府立病院　

【ジャガイモ引き取り】日時：10月22日（日）　場所：京都中央卸売市場

【ワイズデー】日時：10月14日（土）　場所：西京極スタジアム

日時：10月19日(木)19:00～21:00　場所：ホテル日航プリンセス京都　司会：木下ワイズ　
入会式　と　プログラム：「CS主催　手話劇」手話ユニット「箱！」　

アニバーサリーバースデー
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BACK◀ TO
THE BULLETIN 過去のブリテンを振り返ってみました

ファンド事業の意義
（2001年3月号　中村裕一Y’s）

　ファンド事業の意義、それは「ワイズメンズ
クラブの基幹事業たるYMCAサービス、地域
奉仕の各事業の活動資金づくり」ということで
す。どの様な奉仕活動も、崇高な精神のみで
は前に進みません。やはり活動資金の裏付け
がないと物事はスムーズに運ばないのです。
つまり会社に置き換えると売り上げに相当す
るかと思われますが、営利を目的としたもので
ないので、概念的なワイズメンズクラブに課さ
れた税金のようなものだと思っております。（こ
れはあくまで私見です。）つまりYサ・CS事業の
資金作りのための限定された目的税というわ
けです。ワイズメンになったからには、その活
動資金づくりに等しく公平に貢献する義務が
あると考えられます。そのためメンバー一人一
人にお願いしているわけであります。どうかメ
ンバー各自がファンド事業の重要性を理解さ
れ、積極的にファンドに協力される様希望い
たします。
　さてここでBF・EF・JWFの各資金について簡
単におさらいしたいと思います。
　BFはとブラザーフット基金の略で国際役員
やBF代表が公式の旅行をするための資金と
して全ワイズメンによって積み立てられる基金
で、元々は使用済み切手を集めて換金する方
法が主力でしたが、次第に現金になりつつあ
ります。EFとはエンダウンメントファンド（信託
基金）のことで国際ワイズダム発展のための
特別な資金です。JWFは、西日本区ワイズ基
金のことで、西日本区のワイズ運動の継続的
奉仕活動を支えるための基金です。一口
5,000円で随時受け付けています。つまり、
EF、JWFは任意ですがBFは義務であるという
ことです。最後にファンド商品をして魅力ある
商品をお持ちのメンバーは、是非ファンド委員
会に御提案下さい。予算100万円達成のため
全メンバーの協力を再度お願いします。

　ファンド委員会の目的は、クラブのYサ、CS、
或いはIBC事業に必要な資金を集めることに
あります。メンバーはもちろん、一般地域社会
の人々に協力をお願いすることも多々ありま
す。従って、この集められた資金の使い道が当
然重要視されます。
　例えば、暗い夜道を歩くことは誰でもいやな
ことです。特に目に障害を持つ人にとっては大
変です。そんなときにボランティアが現れ、フ
ァンド委員会が集めた資金で提灯と蝋燭を買
い、道を明るく照らし、目に障害を持つ人びと
に喜ばれているとしましょう。
　このボランティアの行為はとっても貴いもの
ですし、大切なことと思います。しかし、この行
為が何年も続けるとしたならば。「継続は力な
り」とはいえ、ちょっと問題であります。提灯が
なくても、誰でもが安心して歩ける明るい道路
にする事を忘れているように思われます。
　私たちは、提灯の大切さと共に不自由を感
じる人たちと一緒になって、道路を明るくする
運動を始めるべきではないでしょうか。車椅子
の人を見かけたときに、頼まれれば車椅子を
押す行為も大切ですが、車椅子の人が自分で
どこへでも行けるための、街づくりに目を向け
る必要があるのではないでしょうか。私たちの
支援が社会的に弱い立場にある人たち。或い
は、その施設に対して行われるとき、その人た
ち、その施設の自立につながる支援でありた
いと思います。またファンド委員会はそんなた
めの資金集めでありたいと思います。

ファンド資金の使い道
（1999年9月号　中島敬泰Y’s）



中西 勝子 11月30日
１００才まであと何年かな？
生きてきた年月の方がずっと長～くなりました。
まだまだ元気で仕事に遊びにがんばりま～す。

山内 達也・薫 夫妻 11月15日
今年で12年になります、そうか！酉年に結婚したのか！そ
れでバタバタと落ち着きの無い夫婦なのか？（笑）とも
あれ、二人で手と手を（とり）合って、二人でいい歳の（と
り）方をしながら、楽しく過ごせたらなぁ～♪と、もぅケッ
コ～とならない様に妻の取（とり）説を再確認しようかな
ぁ～！？

石田 賢三・玲子 夫妻 11月23日
結婚４３年を迎えました。居なくてもべつに気にならい
のですが、横にいないと寂しく思う事がある、この距離
感が夫婦円満の秘訣かな！
これからもよろしく。

天根 静也・真奈美 夫妻 11月23日
結婚して17年になりました。真奈美さんが先日アロマセ
ラピストの資格を取りました。今まで長年美容師として
働いてきましたが、来年アロマサロンをお寺で開く予定
にしています。ということで今年は新しい１歩を二人で
踏み出す１年になりそうです。

市村 和清 11月9日
今年で６４歳になります、最近患者様より年には勝てま
せんね。夜寝るのも早くなり年を実感する今日この頃で
す。これからは、健康に気をつけ何事もマイペースで過
ごしていくようにします。

山内 達也 11月11日
51歳になります。50歳を機に何か変化をと思いつつ・・・
大して何も変化もなく、ダイエットと食事に気を付けて
も体重も増えも減りもせず・・・
好きも悪くも何もかもが変化ナシ！悪くもならないとい
う事は良い事なのか？
次はもっと一歩踏み込んで良い変化を！！

佐藤 昌利 11月24日
今年、46歳になります。
ウイングクラブに入った頃は物事に対して、すぐ怒る所
が多かったのですが、最近めっきり怒ることが少なくなり
ました。これは歳のせいなのか？  金銭的ゆとりのせいな
のか？ （笑）僕自身、少し守りに入ってるので、次期は会長
ですし、色々な事に挑戦していきます‼

錦織 秀臣 11月26日
誕生日を迎えるにあたっての抱負ですが，サバエのツリ
ーハウスの写真を見たので，ＤＩＹをしてみようと思っ
ています。

Happy Birthday

 7日（木） 第一例会：30th記念vol.2 19時～ Ｈ日航プリンセス
14日（木）              役員会 19時～ じじばば
15日（金） 市民クリスマス 　　　 三条ＹＭＣＡ
17日（日） 第二例会：クリスマス例会 18時～ Ｈ日航プリンセス
17日（日） マリアの会クリスマス会 　　　 Ｈ日航プリンセス

 

   2日（木） 第一例会：IBCアワー 19時～ Ｈ日航プリンセス
  9日（木）              役員会 19時～ じじばば
16日（木） 第二例会： 19時～ Ｈ日航プリンセス
18日（土）             成望館　ふれあいまつり 11時～ 成望館
19日（日） リトセンオータムフェスタ 　　　 リトリートセンター
23日（木祝） リ・ブラン京都中京バザー 　　　 衣笠教会

11月・12月の予定
12月の予定11月の予定

Happy Anniversary

4　Kyoto Wings Bulletin 11/2017

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。

編集後記　ちょっとタイミングはずれましたが今回はファンドについて過去のブリテンを取り上げてみました。最近は毎月の会
費のうちの2,000円がファンド資金として自動的に引き落とされていますが、それまでは、そうではありませんでした。集金する
方は楽になりましたが今一度ファンド資金についで皆さんもよく考えていただきたいと思って取り上げました。（天根）

新メンバー入会！ 10月第 2例会で 2名の入会式が行われました。

上治太紀さん（スポンサー松島 Y’ s）と
余東達さん（スポンサー今村 Y’ s）です。
よろしくお願いします。

余
さ
ん

上
治
さ
ん


