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★クラブ会長主題 「協力＝強力」
●今月の聖句

『聖フランチェスコの祈り』

主よ、わたしをしてなんじの平和の使者としたまえ。憎しみのあるところに愛の種をまき
危害に許しを、不和に一致を、疑いに信仰を絶望に希望を、暗黒に光を
悲しみに喜びをもたらす者となしたまえ。

☆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。

「戸惑いの向こうにあるもの」

賴和

僕は幼少の頃、学校から帰宅しても、いつも家には誰もいなかった。
特に冬の時期は、寂しいやら恐いやらで、恐る恐る真っ暗な玄関の電気をつけてい
たものだ。
洗濯ものをそそくさと取り込んで、おフロ（風呂）を沸かすのが僕の日課だった。
おフロに水を張り、まず新聞を裂いて、マッチに火をつけて、その火をダンボール
の切れ端に移し、薪に火をくべて、およそ約5分。
ボーっと火をみながら暖をとっていると、がやがやと弟や妹を連れた母が帰ってく
る。そして、そそくさと夕食の準備を始める。その傍らで弟達がはしゃいでいる。
暖かい空気とにぎやかな音があたりを包んでくる。
このワイズに入会して、自分はこの暖かい、そしてにぎやかな『何か』に包まれた
いと思っているのかもしれない。
何か理由はないけれど、人と人がつながっている何か人間味のある空気がここウイ
ングクラブには存在しているのではないか!?
12年前、スポンサーである島本ワイズからこのクラブの事を知った。
例会に連れ出され戸惑ったのは、まず最初に皆が手を上げて歌いだしたことだ。
「うわ〜、これ、あかん、ムリ」。元々人に指図されたりすることが嫌いで自分で
仕事をしてきた自分にとって、軍隊みたいな、宗教みたいなそんな所は「絶対、ム
リー」と思った。そのあとオリエンテーション、入会式とずるずると引くに引けな
い状況でワークにも参加した。
今でも、嫌なのはスーツ姿になることだ。
何が嫌なのか分からないけどスーツにネクタイは自分らしくないと思っているし、
そう思い込んでいるからかもしれない。
この世の中から消滅してほしいものの一つがネクタイ。
でもその格好をしていても癒やしてくれる空間がここウイングには存在していると
感じている。だから例会に出席できるのかもしれない。
何が自分にとって良いか分からないけど、おフロを沸かしながら、弟達の帰りを待
って味わったあのあたたかい家庭と同様に、ウイングには何かステキな何かがある
ように思えてならない。
だから例会は出席する。手を上げることに戸惑いながら…
DATA OF OCTOBER
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森本

●1月在籍者47名
メンバー
メネット
コメット
ゲスト
ビジター

第１例会
37名
0名
0名
3名
0名

●1月月間メイキャップ者数
●1月月間出席率

0 pt
●BFポイント 切手
現金
0円
12月分
●ニコニコ 1月分
13,000 円
●ファンド 1月分 495,505 円

第２例会
46名
16名
1名
108名
0名
0名
98％

累計
0 pt
累計
0円
累計 83,000 円
累計 495,505 円

2 月の強調テーマ

TOF・CS・FF
STEP for ALL

各クラブ独自で行っている素晴らしいCS事
業をワイズ全体に発信し、自慢しましょう。
互いに知り合う事でワイズ活動の活発化を
促進しましょう。各種献金は期限までにお
願いします。
吉田由美 地域奉仕・環境事業主任
（大阪なかのしま）

1月の例会・事業参加

【第一例会】参加者：メンバー37名
場所：ホテル日航プリンセス京都

日時：1月11日(木)19:00〜21:00

プログラム：半期総会

司会：木下ワイズ

京都部会に全員集合

32 期新三役
32 期新役員

バースデー

アニバー
サリー

新メンバー入会！
1 月第１例会で入会式が行われました。
安藤也人さん（スポンサー今村 Yʼ s）です。
よろしくお願いします。

【第二例会】参加者：メンバー４６名 メネット１６名 コメット１名 ゲスト１０８名
日時：1月28日(日)16:00〜20:00 場所：エクシブ八瀬遊園 司会：松島・今村夫妻 プログラム：30周年記念例会

和太鼓の猛々しいオープニ
ングから始まった第一部で
は、YMCA に 30 周年の記念
としてサバエキャンプ場の
振興基金のための 200 万円
が贈られました。

成望館様
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韓国 金浦クラブ様

台中グレートビジョンクラブ様

京都部竹園部長のご発声による乾杯で第 2 部が華やかにス
タートしました。美味しい食事とゲストの皆様が参加する
ゲーム大会で大いに盛り上がりました。

BACK◀

TO
THE

BULLETIN

過去のブリテンを振り返ってみました

「TIME OF FAST について」
（1998年2月号

CS事業主任

加藤隆史様）

貴クラブにはTOFに深い理解を頂き、昨年度も全
国7位の高額を送金頂き感謝申し上げると共に、
今年度もよろしくお願い致します。
今年の国際協会からの呼び掛けもあり、大きく変
化しましたのはYMCA関係各位にTOF献金のお
願いをしました。YMCAとYʼSは車の両輪、共働と
言われながらもTOFの活動があまりしられていな
かった為です。
皆様ご承知の通りTOFは2月の例会で食事を摂ら
ずにわずかでも空腹を体験し、食事代を節約した
お金を全てワイズメンズクラブ国際協会に送金し、
世界YMCA同盟を通じ難民救済事業などに役立
てる活動を1970年以降継続されています。
例会場の関係で軽食にする、
メネットさんの協力
によるおにぎり例会やサンドイッチ例会等にされ
ているクラブも一部ありますが、近年断食例会が
そして第 2 部のフィナーレは、ウイングクラブ選抜メンバー
による和太鼓の演奏の披露をしました。

ずいぶん多くなってきました。TOFの活動資金を
集める為には手早い方法ですが、大切な事は意
義を理解して頂くことだと思います。現在の日本
は飽食の時代で食べ物さえも粗末に捨てられた
り、肥満を気にし、
ジョギングしたり、エステに通っ
たりしている人も大勢いると聞きます。
しかし同
時に同じ地球上で毎日何万人もの尊い命が飢餓
によって失われています。全世界では13億人の人
達が電気、生活用水も無く
「渇き」や「飢え」や「貧
苦」にあえぐ現実を知る時、断食例会、例会前、例
会後も食事をしない一日を設け、わずかでも空腹、
飢えを体験してほしいと願います。体験すること
によりTOFの意義が理解できます。
と同時に家庭、
地域の人達にもこの活動を自信を持って拡げて
下さい。CF・TOF活動を通じ、世界に拡げようウイ
ングクラブの輪。

今年のTOF例会は2月第二例会です。
お祝いにお越しくださった皆様どうもありがとうございまし
た。メンバー・メネットの皆さんもお疲れ様でした！
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Happy Birthday
西野 希久子

2月3日

いつも西野が大変お世話になっております。

田中 博子

2月20日

主人がお世話になっております。宝塚市雲雀丘に住

西野の嫁もまた1つ歳を取る月がやってまいりまし

んで１８年目に入りました。

あっと言う間に1年が過ぎた様な気がします。

が大阪の主人が、京都のクラブに

た。

これからも旦那と顔を合わさずに済む充実した生活

を送れる様に何か出来る事無いかな？と只今思案
中です。

また笑顔で誕生日が迎えられる様に日々精進します
武村 松一

2月9日

57歳です。
あとどんだけ仕事ができるか⁉楽しみで

私は西宮で育ちましたので阪神間が地元です。会社

お世話になって驚いています。毎日忙しそうで、健康
には注意してほしいです。
佐藤 泰子

2月21日

この一年は子供達が新生活に入ることができまして
ホッとしています。

来期は会長するにあたり、
できる限りのサポートはし

ていこうと思いますので、宜しくお願い致します。
バースデー・アニバーサリーは、

す‼

吉岡 毅 2月26日
メンバーのみの公開となります。
７３歳、無事に迎えることが出来ました。感謝です。 50代半ばを過ぎると急加速するように歳をとるのが
中島 敬泰

2月19日

良き伴侶に恵まれいっぱいの感謝です。今、人生の
扉を閉めようと準備をしています。輝きつつ扉を閉

めたいですね。
余 景子

早く感じます。頭の中では、あれこれ、やらなければ

っと思っていますが、中々行動に移すこどができま
せん。
これも１つの老化現象なのでしょうか？改善

するよう努めます。

2月19日

皆さん、
こんにちは、余 東達の妻 景子と申します。

只今、６歳になったばかりの長女と、１歳４か月の

Happy Anniversary

長男の子育てに奮闘中です。

亀井 剛・久美子 夫妻 2月11日

ての方法が長女の時とは違いますので、

ちから気遣われるようになりましたが、なんとも面映

の活動を支えて行きたいと思っております。

ませています。

特に、長男は男の子特有のやんちゃさがあり、子育

日々大変ではございますが、夫のお仕事、
クラブで
今後ともよろしくお願い致します。

8日（木）

12日（日）
15日（木）
25日（日）

第一例会：メンバースピーチ

役員会

国際チャリティーイベント
第二例会：TOF例会

CSチャリティボウリング

ゆいです。二人でそれぞれに田舎暮らしの夢を膨ら

２月・３月の予定

２月の予定
1日（木）

44年になります。最近では立場が変わって子どもた

19時〜

19時00分〜

19時〜
15時〜

Ｈ日航プリンセス
三条ＹＭＣＡ

1日（木）

第一例会：メンバースピーチ

8日（木）

三条ＹＭＣＡ

11日（日）

しょうざんボウル

15日（木）

ムーンバットビル

３月の予定
役員会

全国車いす駅伝大会サポート

11日（日）

YMCAリーダー卒業祝会
第二例会：100人例会

17日（土）18日（日） YMCAミニバスケット大会

19時〜

19時30分〜

日航プリンセス
三条ＹＭＣＡ

宝ケ池プリンスホテル

18時30分〜

三条ＹＭＣＡ

日航プリンセス

編集後記 30周年記念例会とても盛り上がりましたね。私にとっては25周年記念例会に続く2回目の記念例会でした。今回は
ビデオの制作で関わらせていただけて良かったです。
（天根）
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