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★クラブ会長主題 「協力＝強力」
●今月の聖句

施しをするときは、右の手のすることを左の手に知らせてはならない。あ
なたの施しを人目につかせないためである。
そうすれば、隠れたことを見ておられる父が、あなたに報いてくださる。
マタイによる福音書6章3節〜4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。

ウイングの心の底に流れるもの
サバエ特別委員会 委員長

ひと昔前、
ウイングの期の初めに多くのメンバーが一泊で参加する、それこそ
キックオフの事業として位置づけられていた楽しみでもありとても大切なワーク
に、久僧(きゅうそ)キャンプ場開設ワークというものがあった。重度障碍児が親か
ら離れてリーダー達と過ごすキャンプで、彼らが車いすで砂浜に行き来したり、
宿舎周りで遊んだり、バーベキューをするための設備をつくることが我々の仕事
であった。設立３期目から１５年ほど続いた事業で、子どもたちとの関わりはな
かったけれど、我々がリーダー達と手がけたことやものを子どもたちが喜んで使
ってくれることを思い描きながら炎天下の中で一生懸命作業に励んだことを思
い出す。事業主体であった障碍児福祉協会が手を引かざるを得ない状況になっ
てこの事業は終わってしまったけれど、今のメンバーの半分以上は知らない話だ。
ちょうどその頃、当時の久保田主事がウイングに話を持ち込んできたのが、サ
バエの「青い空と白い雲のキャンプ」である。
クラブ事業の顔とも自負していた
「日本海久僧キャンプ」がなくなったウイングにとっては、
またとない話であった。
実は久僧キャンプもルーツはサバエだったのである。1955年にサバエ教育キャ
ンプ場で始まった「肢体不自由児キャンプ」が1967年に障碍児福祉協会に引き
継がれて、久僧に移っていったのであった。障碍を持った子どもたちから、重度の
病気の子どもたちとその家族へと対象の子は変わっていったけれど、サバエの地
で灯された、大きなハンデを背負って一生懸命生きる子どもたちへの熱い想い
は、今もサバエで燃え続けているのである。
２ヶ月の教育キャンプ運営だけでは年間の維持費を賄えない状況の中でサバ
エの存続に赤信号が点った。サバエの灯を消してはならないとウイングが立ち
上がったのはご承知の通り。
しかし猶予は３年しかない。新しく立ち上がったサ
バエ特別委員会は、京都ＹＭＣＡ事業委員会の中の新組織、サバエ教育キャン
プ場リボーンタスクチームの一翼を担って新たなプログラム開発を外に向かっ
て仕掛けていく予定なので、
ウイングのメンバー各位には、
プログラムへの参加
やキャンプ場の魅力度アップのために物心両面での協力をよろくお願いいたし
ます。
DATA OF April
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藤田寿男

●4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
2名
0名

●4月月間メイキャップ者数
●4月月間出席率

0 pt
●BFポイント 切手
現金
0円
4月分
●ニコニコ 4月分
10,000 円
●ファンド 4月分
0円

第２例会
23名
6名
4名
0名
0名
2名
83％

累計
0 pt
累計
0円
累計 133,400 円
累計 495,505 円

5 月の強調テー マ

LT

リーダシップなくしてリーダーに非ず！ク
ラブ、部、区、あらゆる機会に学びの場が
存在します。その機会を学びと捉えるか否
かがリーダーの資質の違いです。全てを有
意義に捉えリーダーシップを身に着けて下
さい。

船木順司ワイズリーダーシップ開発委員長
（京都トップスクラブ）

４月の例会・事業参加
【第一例会】参加者：メンバー３３名、ゲスト４名
日時：4月1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：裁判例会

司会：島本Yʼs

【第二例会】参加者：メンバー２３名、メネット６名、コメット４名
日時：4月22日(木)10:00〜

場所：リトリートセンター

プログラム：ファミリー例会

【第14回JOCSウォーカソン】
日時：4月7日（土）

場所：鴨川堤防

【リトセン夜桜フェスタ】
日時：4月22日（日）
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場所：リトリートセンター

Kyoto Wings Bulletin 5/2018

【サバエ開設ワーク】
日時：4月30日（月祝）

場所：サバエキャンプ場

BACK◀

TO
THE

BULLETIN

「クラブのオリエンテーション意味」
（2007年9月号

田中一夫Yʼs）

過去のブリテンを振り返ってみました

『自己研鑽はワイズの目的か？』

（2008年12月号

亀井剛Yʼs）

普通、我々は今まで学校に入学、あるいは会社に入

様々な人が様々な目的を持ってワイズに入会する。あ

社した時は、そこに在籍してから組織なり規則について

る人は仕事一辺倒の日常生活に飽きたらず潤いのある

のオリエンテーションを受けてきました。でも、ウイングク

心豊かな生活を求めて、ある人は事業の成功に結びつ

ラブのオリエンテーションについては会則に、
「入会を希

くような考え方や話術を磨こうとして、またある人は奉仕

望するものは、会員による推薦を得て例会3回以上ゲス

を行って社会に還元したいと望む。入会の動機としては

ト出席し、オリエンテーションを受けた後、会員候補者と

どれも立派といえるだろう。しかし、ワイズの本来の目的

なる。」と記されています。今まで我々が経験したオリエ

からみれば、それらは副次的なものではないだろうか。

ンテーションとは少し順序が違いますが、なぜなのでしょ
う？
ワイズメンズクラブに入会するということが普通の奉仕

ワイズの『国際憲法

第２条

綱領と目的』をみると、

そこにはよりよい世界を築くための地球市民（地球全
体・社会全体の幸せを視野に入れた生き方をする人）

クラブやまして親睦クラブに入会することとは少し意味が

的な世界観が高らかに謳われている。第３項Ｄには「市

違うのでしょう。先ずは希望者が入会を自分自身で決

民的、国際的諸問題のただ中で、倦むことなく、一党一

める前にワイズの目的、理念、そして例会等のおおまか

派に偏しない正義を追求する」とある。ウイングクラブの

な決まり知り、なおかつ組織としては違うがYMCAにも

『会則第２条２項』にも「地域社会や国際的な問題に

所属するという関係を知り納得した上で決断する。そう

かかわり、一党一派に偏しない正義を絶えず追求する」

でないと、なんとなく誘われて入会したのに数年の内に

と明記されている。

「こんなはずではなかった」と欠席しがちになったり、つ

ところがこの「正義」が一筋縄ではいかない。ある人

いには退会してしまう、これではその個人にとってもクラ

にとっては正しくても、時に他の人にとっては正しくない。

ブにとっても大きな損失となります。

正義が不当に利用される事もしばしばだ。だから、仲間

クラブは目的に向かって「思い」という
（表現が適当

同士の和を尊ぶこの国では「正義」を声高に主張する

かは分かりませんが）ある温度を持っています。このせっ

事は一般的に好まれない。ワイズでも、ともすれば、一

かくの「思い」を新会員の入会で冷ますことはありませ

党一派に偏してはいけないとの理由から「正義を追求」

ん。これは何もオリエンテーションでクラブに関門を設

する姿勢が曖昧にされる。しかし、これは本末転倒だ。

けようとしているのではなく、もし温度が低ければ少しで

限られたグループ（一党一派）同士の利害（あるいは正

も温めて入会していただく、このように考えられないでし

義）が対立することはあり得ても、地球全体の利害（社

ょうか。細かな個人的条件は問わないが、クラブの理念、

会正義）は対立する相手がない。

目的を出来るだけ理解して、入会当初から既存のメン

地球市民的な観点からは、たとえば、多くの人を社会

バーと同様の思いで同様の働きを期待しているからでし

の底辺へ押しやる無批判的自由競争論者が、勝ち取っ

ょう。

たものの一部を奉仕と称してその格差を埋めようとして

とは言っても今までには冷たいまま入会し、入会後ど

も、それは額面通りには評価できない。無批判的自由

んどん温まり、全体の温度を上げていった例はたくさん

競争そのものが社会正義に反するからである。ただ、本

あります。このあたりにメンバー候補にどの程度のオリエ

来の持ち主に返すという意義はあるかもしれないが。こ

ンテーションをするのか、難しいところがあるのも事実で

の辺りの精神性、倫理性はかなり高いものがある。

す。長い年月が経つと分かっているつもりでも徐々にな

すべての人びとが生涯をとおして全人的に成長する

おざりになることがあります。自省の思いも込めて、たま

事を願うＹＭＣＡの活動の中に、ワイズメンはパートナー

には既存メンバーを対象にオリエンテーション例会など

として身を置きつつ、よりよい世界を築くために社会正

を行うのもいいのではないでしょうか。今更なぜ？このよ

義を追い求める。これこそがワイズの真骨頂であって、

うな例会も次々と若いメンバーが入会し、ともすればク

ワイズでよくいわれる「自己研鑽」は、その過程で実現

ラブの基本理念、目的が薄くなる気配があるとき、クラ

されものと理解すべきではなかろうか。

ブ在籍年数に関係なくメンバー全員が基本を確認でき、
またそれが新しく入会しようとする人には強力な力添え
になるのではないかと思います。
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Happy Anniversary

Happy Birthday
西沢 剛

5月14日

西沢 剛・いずみ 夫妻

5月4日

14日で63才になります。3月に次女が九州歯科大を卒業、 5月4日で35thアニバーサリーです。調べたら珊瑚婚式
国試合格、京都第二日赤歯科に研修医で4月から勤務。

だそうです。昨年長男結婚、今月長女結婚、

これが誕生日プレゼント！

かった学費、仕送り生活にピリオド。

奥村 暎子

沖縄行く予定です。

誕生日前日13日には長女の結婚式。めでたい事が続き、 次女歯科大卒業で九州から帰り京都で研修医。やっと長
長男沖縄の病院勤務なので夫婦で綺麗な珊瑚を見に

5月18日

72才廻り年です。毎年お正月に、干支の置物を飾ってい

ますが、12年後は84才!!あちこちガタは来ていますが、

山下 功二・麻衣 夫妻

置物を飾りたいと思っています。

を思いやる気持ち、

バースデー・アニバーサリーは、

健康に気をつけて、
これからも元気でもう一度この犬の

中村 誠司

5月19日

5月4日

いつまでも仲良くいられるようにこれからもお互いの事

メンバーのみの公開となります。
感謝の気持ちを忘れずにやっていきたいです。

良い出来事があるのは勿論幸せだけど何事もない日常

たまには気分転換でもしに温泉旅行など行きたいです。

を過ごせるのも幸せなんだと感じながら、そんな他愛も

篠原 寿一・きよ美 夫妻 5月12日

思いながら平穏な日々過ごさせて頂いている47歳の春

ました。

ない日常を過ごすのにもそれなりの努力必要だな〜と

です。

結婚２９年目です。結婚当初は二人の生活がスタートし
やがて長男誕生して、次に長女が生まれました。今は、長

男は結婚して長女は大学３回で留守がち、また二人に
戻りつつあります。

ワイズメンとその家族、サバエに関わってくださった全ての方々、そして地元の

方たちにも参加して頂きながら、びわこサバエキャンプ場(京都YMCAサバエ教

育キャンプ場)の復活のためのスタートイベント
「サバエ・リボーン・キックオフ・
パーティー」が5月6日に開催されます。色んなイベントをご用意しておりますの

で、
アウトドアに興味のある方、お時間のある方は是非ともお越しください!!

5月・6月の予定
５月の予定
6日（日）

サバエ・リボーンキックオフP 11時〜

サバエキャンプ場

17日（木）

役員会

三条ＹＭＣＡ

24日（木）

第二例会：スポーツ例会

10日（木）
24日（木）
27日（日）

第一例会：サバエ委員会30th

19時〜

19時30分〜

第一例会：ゲストスピーチ

19時〜

日航プリンセス

14日（木）

次期役員会

19時30分〜

21日（木）

引継役員会

19時30分〜

ウイズキッズ病院コンサート

13時〜

府立医大

かもがわチャリティラン

11時〜

鴨川堤防

19時〜

7日（木）

６月の予定

日航プリンセス

9日（土）10日（日） 西日本区大会

23日（土）

第二例会：引継例会

日航プリンセス

三条ＹＭＣＡ

ANAクラウンプラザ神戸

18時〜

日航プリンセス

編集後記 今期もあとわずかとなりました。今期は原稿依頼は巻頭だけで過去のブリテンのバックナンバーの紹介をさせても
らいました。
この企画のためにたくさんのブリテンのバックナンバーを拝見しました。その時その時の皆さんの熱い想いがどの
号もいっぱい詰まっていました。
（天根）
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