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★クラブ会長主題 「協力＝強力」
●今月の聖句

「見よ、おとめが身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。」
この名は、「神は我々と共におられる」という意味である。

マタイによる福音書１章２３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。

「ワイズメンズクラブのたしなみ交流の意義」

中村誠司

私が初めてウイングクラブに参加させて頂いた例会のプログラムがIBC先で

あるインドランチ訪問の報告会でした。
このクラブに入会したらインドに行かさ

れるの？と不安に思いながらも、
そんな事は心配しなくていいからと諭されその

まま入会し、結果から言うとそれ以降ウイングクラブとしてインドへの訪問はあり
ませんでした。

15周年を機に韓国金浦クラブと新しいIBCを締結し、交流をスタートさせまし

たが、当初、私は仕事の都合などで訪韓の機会をもてず、正直IBCに関心を持て

ていませんでした。
ある年、数名のメンバーからの後押しもあり、パスポートを取

得（乗り気でないのを表すように青色）、新婚旅行以来の飛行機に乗りました。
も

ちろん行ってしまえば楽しむしかないので韓国を満喫し、交流の素晴らしさを肌

で感じ帰国。パスポートの更新では赤色に変わりました。私が会長の時には初め
て北海道にも行くことが出来、
そして今春には新しいIBCの締結に向け台湾に訪
れ、文化に触れて来ました。台湾は個人的にも行ってみたい国であったので、チ

ャンスを貰ったと感じています。

先月には台中グレートビジョンクラブから3名のメンバーがウイングクラブの

例会に参加していただき、着実に締結に向けて歩みを進めています。

IBCに積極的で無かった時代と比べて何が変わったのかと言うと、別に何も心

境の変化は無かったと思います。行けば楽しいのは分かっていたけれど、
ただ一

歩踏み出せ無かっただけだと。海外のメンバーを迎えるのも交流ですが、実際現
地に赴き空気を吸うことによって得られるものはたくさんあります。今になって思

うのがインドに行っていればもっと色々なものが得られたのにそのチャンスを逃
したのかな？という事です。

目の前にチャンスはあります、一歩踏み出してもっともっと交流を楽しみましょ

う！
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●11月在籍者46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
5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 26,000 円
●ファンド 11月分
0円

累計
累計
累計
累計

第２例会
35名
0名
0名
6名
0名
0名
91％
0 pt
0円
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。

三科仁昭 EMC事業主任
（京都東稜）

11月の例会・事業参加

【第一例会】参加者：メンバー３３名
日時：10月2日(木)19:00〜21:00

ゲスト５名(台中グレートビジョンクラブ)

場所：ホテル日航プリンセス京都

プログラム：「IBCアワー」

京都部会に全員集合

バースデー

【第二例会】参加者：メンバー３５名
日時：11月16日(木)19:00〜21:00

ゲスト６名

場所：ホテル日航プリンセス京都

プログラム：メンバースピーチ「もしも私が会長になったら」

【成望館ふれあいまつり】日時：11月18日（土）

司会：佐々木ワイズ

場所：成望館

【リトセンオータムフェスタ】日時：11月19日（日）

場所：リトリートセンター

【リ・ブラン京都中京バザー】日時：11月23日（木祝）

場所：衣笠教会

66,000
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アニバーサリー

BACK◀

TO
THE

ランチでわしも考えた
ランチ・ホームステイ編

BULLETIN

（1998年9月号

篠原寿一Yʼs）

デリー空港を出発してから、3時間で、
ランチの空港に到
着、空港ロビーでは、ナイクさんをはじめとするランチクラ
ブのメンバー約10名の出迎え。にこやかな雰囲気で「ウエ
ルカム」
とオレンジ色の糸をつなげた首飾りをかけてくれ
た。
この後で幾度となくこの首飾りが登場している訳だが、汗
をかいたTシャツに生の花のオレンジ色が染みてシャツが
汚れるし、首飾りの後始末にも気を使った。
まもなく、荷物を車に積み込み、ホームステイ先のラトー
ルさんの家を目指して空港を後にした。デリーにいる間は、
藤田、板倉、久保田そしてガイドのアジャイと常に行動を共
にして言葉の問題はクリアしてきたが、
ここからしばらくの
間、一人である。
なんとなくさみしい気分の中、
ランチの町の風景を車の
窓から見ていた。インドに着いてから、一度も道路標識を見
たことがない。おまけにランチには信号もない。だからイン
ドのルールで車は走る。交差点は、早いものが優先する。そ
してじゃまな物が前を走っていると、
クラクションを鳴らす。
いや、たまに鳴らすのではなくて、ほとんど鳴らしっぱなし
である。
しかし考えてみると、三輪バイクや力車などで大変
混雑するこの国の道路は、交通ルールの無い方が、ゆっくり
ではあるが前に進む（平均時速20キロ）。ヘタに信号があ
れば、たぶん大渋滞になるだろう。そして道路を最優先する
のが野良牛である。話には聞いていたが、野良牛は多い。
最初はびっくりしたが慣れてしまった。
そんなことを考えているうちに、
ステイ先のラトールさん
の家に到着。かなり大きな家のようだ。荷物をメイドさんに
運んでもらい、部屋に案内された。12畳くらいの部屋にダブ
ルベッドが真ん中に置かれていて、
シャワーとトイレが部屋
に付いていた。
ラトールさんが部屋にやって来て、
「シャワーでも浴びる
か」
と言ったので、即OKした。
シャワーの使い方の説明を聞
いて、シャワーを浴びた。
ラトールさんの説明では、お湯が
出るはずだが、やはりお湯は出なかった。水量も弱い。仕方
がないので小さくなりながら冷たいシャワーを浴びた。
し
かし、シャワーの前に置いてあった大小のバケツ、デリーの
ホテルにも置いてあったが、その使い方はいまだに謎であ
る。
その後、
リビングに案内されて、
ラトールさんが家族を紹
介してくれた。奥さんのバワナー、娘さんのバリカ。
この時、
何となくさみしい気分から一変して、楽しい気分に変わった。
それは、娘のバリカがなかなかの美人21才。のどが渇いた
私にビールを注いでくれたり、食事を運んでくれたりと、も
てなしてくれた。
嬉しくなって、日本から用意してきたプレゼントをラトー
ル家族に渡したら、大変喜んでくれた。英語を話す能力の
乏しい私にとって、
この方法は成功だったと思う。ビールも
ずいぶん飲んで、おなかもいっぱいになってきて、
リラック
スしてくると私のいい加減な英語も相手に通じているみた
いだ。特に、
ラトールさんよりも娘のバリカに、
「スロー、
シン
プル、イングリッシュ」
とお願いすると、かなり分かりやすく
話しかけてる。
しかしこの後トラブル発生。
ラトールさんが、
私の家族の写真を見せてくれと言ってきた。

過去のブリテンを振り返ってみました
私は写真は持っていないと答えると、なぜ写真を持たない
のかと聞いてくる。
これ以上の英語の説明はできないので
黙り込むと、
ラトールさんも奥さんも不機嫌そうな顔をして
首をかしげる。たぶん家族の写真を持たないことは、家族
を愛さない不届き者と思われたらしい。
しかし、ビールにウイスキーを入れて飲んだため昼間か
らすっかり酔っ払ってしまったラトールさんが、少し出掛け
ようと言うので一家で車に乗り込んだ。完全な飲酒運転。
ま
たあの調子で運転するのかと思うと少し怖かった。
やがて、板倉さんのステイ先のマヘシさんの家に到着。
今まで一人だったので板倉さんに会えてひと安心。そのま
ま、マヘシさんの娘さんピンキーと小さなスズキの車に6人
のって、市内観光。お寺に行ったり、
ランチのダムの公園で
写真をとったり、
ようやく帰宅。ランチクラブの例会が7:00
から始まるのにぜんぜん気にしていない。もう時間だよと
言っても
「ノープロブレム」の連発。その後も、
自分の会社に
連れて行ったり、近所の寺に行ったりで、例会場に到着した
のは、7:30過ぎていた。何だかナイクさんも怒っている様子。
少々バツが悪い。
しかし、他のメンバーも遅れてくるので例
会開始は8:00ごろ、会長自らが進行する。
しかし事前に用意
しておいた挨拶文が見当たらず少し恥をかいた。
コピーを
久保田さんに渡しておいたので、事なきを得て例会終了後、
食事をして、お酒を飲んで帰宅。
帰宅早々、
ラトールさんの奥さんが私の名前を呼びなが
ら笑顔で近づいて来る。
「あなたの家族の写真を見つけた
よ。」
と。言っているようだ。腕を引っ張られて部屋に戻ると、
旅行カバンを指さした。そこには、カバンの目印にと、小さ
なプリクラを貼っておいたのを発見したようだった。
ラトー
ル一家が集まって、笑顔でプリクラを眺めている。私は家族
の名前を紹介して、
日本に帰ったら写真を送ることを約束し
て、先程の写真事件は和解成立。
疲れがピークに達してきたのでそろそろ寝る支度をして
いると、
ラトールさんが部屋にやって来て、
この部屋では二
人で寝てくれといって部屋を出て行った。
私は唖然とした。二人で寝る？誰と？この家の中には、奥
さんと、娘のバリカ。まさかバリカと一緒に寝る？頭の中が
いろいろな想像でいっぱいなる。でも、そんな馬鹿な事は
ないだろう、いや、
ここはインドである。常識では考えられな
い事が起こる。ひょっとしたら、そういう習慣があるのか？も
う頭の中がぐちゃぐちゃである。
？？？
考えても仕方ないので、シャワーを浴びた。少し念入りに
シャワーを浴びて、着替えていると、部屋をノックする音と
同時に、男の子が現れた。パジャマ姿で、その後ろで、ラト
ールさんが「マイ、サン、ラキース」
と紹介してくれた。私の
想像はもろくも崩れた。
言うまでもなく、私のインドでの初めてのホームステイ
は、17才の少年とベッドをともにする事で終わりを告げよう
としている。当然、眠りは浅かった。早朝六時、目が覚めてソ
ファーに座って考えた。
この国のたくましさ、種族、宗教、言
語、文化が、目茶苦茶に混在しているのを目の当たりにする
と、たいていの事に驚かなくなる。人間は、
どんな事をして
も生きて行く事が出来る、
と実感できた。
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Happy Birthday
石田 玲子

12月2日

今村 隆宏

12月19日

Happy Anniversary

年を重ねるって、いい言葉ですね！毎日の生活を、
ワクワク、イ
キイキと過ごし重ねていきたいです。

12月19日で53歳です。
先月には20数年ぶりに娘の七五三をお祝いして、
家族（私と妻の親も含め）が健康で居られることに感謝をして、
日々の生活を楽しく送らせて頂いてる事に喜びを感じていま
す。
後は、有馬記念と宝くじだけを念じて・・・☆☆☆

島本 浩晃

井上 篤・昭代 夫妻

12月3日

藤田 寿男・一美夫妻

12月24日

１２年になります。今年の1月から嫁さんとそばランチを始め
ましたが、情けないことに体が続かず年内でランチを終了す
ることにしました。来年から夜に嫁さんも仕事にでます。一緒
にがんばっていきたいと思います。
またよろしくお願い致しま
す。

４６年目に入る結婚生活、数えてみれば長い年月いろいろあ
ったねー。
でも、振り返ってみればアッという間。
ともに白髪は無理でも、皺を作らず、諍いを作らず、溝も作ら
バースデー・アニバーサリーは、
ず、手を携えて、あと３０年は楽しく暮らしたいねー。

12月24日

今年で５６歳になります。５０代も後半に差し掛かることに
メンバーのみの公開となります。
なり、会社員であれば役職定年を迎えるような年となりました。
ワイズでは、先輩たちが現役でバリバリ活躍されている姿を
目にすることができ、心強く思います。まだまだこれから頑張
りたいですね。

ウイングクラブ同好会

森本 賴和

翼会

12月24日

５２歳になろうとしてます！ワイズと関わりを持たせてもらっ
て、１１年。毎年このクソ忙しい時期にバースデーの原稿を書
かなければならいのは辛いです。今度生まれ変わるなら６月
生まれになりますよーに
今年も頑張るぞ！

11 月 12 日に開催されました。

再び、新メンバー入会！
先月に続き、11 月第１例会で入会式が
行われました。
奥田健登さん（スポンサー吉岡 Yʼ s）です。
よろしくお願いします。
※３名の自己紹介は次号で書いてもらいます。
編集後記 今回の巻頭の中村誠司Yʼsの話から〜の篠原Yʼsのインド報告の流れは個人的にはとても良かったなと自画自賛し
ておきます。
「何字以内で○○を書いてください」
と依頼するのも大事ですが、
「みんなと自分の体験を分かち合いたから原稿書
かせてくれ」
という逆指名もお待ちしております。篠原Yʼsの体験記はともて素晴らしい文章でしたね。
（天根）

11月・12月の予定
12月の予定
7日（木）

第一例会：30th記念vol.2

14日（木）

役員会

17日（日）

第二例会：クリスマス例会

15日（金）
17日（日）

市民クリスマス

マリアの会クリスマス会

19時〜

19時〜

18時〜

1月の予定
Ｈ日航プリンセス

11日（木）

三条ＹＭＣＡ

28日（日）

じじばば

Ｈ日航プリンセス

第一例会：新年例会

18日（木）

役員会

第二例会：30周年記念例会

19時〜

19時30分〜

Ｈ日航プリンセス
三条ＹＭＣＡ

エクシブ京都

Ｈ日航プリンセス
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