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〜次 世 代 へ 発 展 す る ウ イ ン グ ク ラ ブ へ 〜

」

キリストは、神の身分でありながら、神と等しい者であることに固執しようとは思わず、
かえって自分を無にして、僕の身分になり、人間と同じ者になられました。
フィリピの信徒への手紙

☆国際会長（IP）
Moon Sang - Bong(韓国)
主 題： "Yes,we can change."
“私たちは変えられる”
ｽﾛｰｶﾞﾝ："Courage to challenges"
“挑戦への勇気”
☆アジア地域会長（日本）
田中 博之（台湾）
主 題："Action!"
“アクション！”
ｽﾛｰｶﾞﾝ："With Pride and Pleasure"
“誇りと喜びをもって”
☆西日本区理事（RD）
遠藤 通寛（大阪泉北）
主 題：
「未来に残すべきものを守り育てる」
副 題：
「めぐり逢う一筋の光」

☆京都部部長
川上孝司（京都パレス）
『Will the Circle Be Unbroken 永遠の絆 』

「リボーン・サバエ」

２章6〜7節

北川 雅俊

「サバエキャンプ場がなくなる」
「70年の歴史を積み重ねてきたサバエの灯火
を消してはならない」
と我がウイングクラブは、2017年よりサバエキャンプ場の
存続に向けてサバエ特別委員会を立ち上げYMCAを始め多くのワイズに対して
働きかけてまいりました。
その思いは、諦めかけていた多くの人たちの心を動か
し、収益増を目指したタスクチームがYMCA内にも結成され、期の終わりに近く、
新たに予算を含め予定を組み入れるのが難しい時期に、京都・プリンス・ウエ
ル・ゼロ・トゥービー・パレス・ウエストクラブからいつものフルメンバーではなく
とも参加できる最善のワイズのメンバーの協力参加のもと今年の5月に
「サバ
エ・リボーン・キックオフパーティー」
も開催することができました。
何の実績もない初めてのイベントで全てがゼロからのスタートで準備の時間
もほとんどない、企画はしたけど人は集まってくれるのだろうか?そんな不安を抱
えながらの最初の一歩、ほとんどが身内に近かったのかもしれない…。
それでも
当日の来場者は大人61名、
こども17名合計78名の参加で収益も何とか出せた。
でもまだまだ始まったばかり、9月のサバエ秋祭りでは駐車場の整備もすすめ地
元自治会とのコミュニケーションを深め各クラブに対しての告知も強化して
「サ
バエ・リボーン・キックオフパーティー」の時よりもイベント性がアップしさらにも
う一歩前進したと思う。
しかし収益の上がる夏場のキャンプシーズン以外での収
益体制を整え魅力のあるサバエキャンプ場として進化していくにはまだまだであ
る。与えられた時間はもうすぐ残り2年になってしまう。時間がない!今この時間に
サバエ特別委員会はもっともっと、YMCAサービスとも協力し合いウングメンバ
ーに、京都部の各クラブにYMCAに対してアクションをかけていかなければなら
ない。GOアクション!
DATA OF OCTOBER
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●11月在籍者45
名 第１例会
37名
メンバー
0名
メネット
0名
コメット
2名
ゲスト
0名
ビジター

第２例会
34名
0名
0名
4名
0名

0 pt
●BFポイント 切手
現金
0円
11月分
●ニコニコ 11月分 18,000 円
●ファンド 11月分
0円

0 pt
0円
79,440円
0円

●11月月間メイキャップ者数
●11月月間出席率

累計
累計
累計
累計

1名
93％

1 2 月の強調テー マ

EMC-E
YES

"Ｙ's Ｍen's Ｗindows １００（→２０２２）"
２０２２年のワイズ１００周年までに、全て
の部においてエクステンションに挑戦して、
１００クラブ＋２０２２名を実現しましょ
う！（Ｅ）
ＹＥＳ献金はエクステンションを支援するた
めのものです。（ＹＥＳ）
小野

勅紘

ＥＭＣ事業主任（西宮クラブ）

11月の例会

【第一例会】
参加者：メンバー37名、ゲスト2名
日時：11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：ゲストスピーチ

司会

「〜整理整頓

西野健次

【第二例会】
参加者：メンバー34名、ゲスト4名
日時：11月15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：メンバースピーチ

藤井 三津子様

１１月の第一例会は、収納アドバイザー1級の資格をお持ち

西野健次

「ウイングメンバーとして・・・」
奥田Yʼs 廣部Yʼs 前田Yʼs 森野Yʼs

人生訓〜」

一級収納アドバイザー

司会

この日は、新人メンバーの4人がそれぞれ時間を頂いて、自己
紹介を兼ねてウイングに対しての思いを話しました。短い時間

の藤井三津子さんをお迎えし、講演をいただきました。子ども

で生い立ちから現在の仕事、
ウイングに入ったきっかけや、
こ

じて、
自らの人生を振り返りつつ、新たな人生を切り開いていく

が、
メンバーの皆さんには少しは、伝わったのではないでしょう

教えるのではなく、
ご依頼者と一緒に、一つ一つの物と向き合

て頂きました。54歳で新しい会に入会するのは、躊躇いもあり

の頃から片付けが大好きだったという藤井さんは、片付けを通

れからのウイングについてまとめるのは、難ししいかったです

きっかけを与えていきたいとのこと。単にお片付けのスキルを

か。私が入会して一番浅いということで最後にスピーチをさせ

いながら、それが本当に必要なものかどうかを見つめ直すこと

ましたがメンバーの皆さんに温かく迎えて頂けました。大好き

いくことをお手伝いするだけ、
とおっしゃいます。家も事務所も

れです。あとメンバーの皆さんのことももっと知れる機会があ

が片付けてみると、
「物を探す」
という行為が、いかにストレス

ールです。
この3ヶ月で韓国との交流、びわ湖キャンプや病院

が大切で、
ご依頼者自身が、自らの意思で意識的に片付けて

言葉「何かを始めるのに遅すぎるということはない」
まさしくこ

とっ散らかっている私にとっては身につまされるお話でした。 ればいいなぁと思います。
ウイングの活発なスケジュ
藤井さんのお話をきっかけに、身近なところから少しずつです 入会して3ヶ月たって思ったことは、
フルかがわかりました。皆さんも、新たな年を迎えるあたって、 訪問や施設訪問と様々な活動。私自身も少しずつでも関われ
るようにしていきたいと思いますのでよろしくお願いいたしま
身の回りを片付けてみませんか？
す。
（森野茂）

（上田敦）

新メンバー入会！
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11 月第２例会で入会式が行われました。松井敏文さん（スポンサー奥村 Yʼ s）です。
よろしくお願いします。
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11月の事業参加
金浦キムチ漬けワーク

ワイズデーサポート
日時：11月11日（日）場所：京都市北文化会館

日時：11月3・4日（土日）場所：金浦クラブ
11月2日に出国し4日に帰国の2泊3日のキムチ漬けワークで

した。

参加する度に思いますが金浦メンバーの熱い歓迎に感謝です。

キムチ漬け作業は数年前と比べると我々が到着する前に下準

備を済ませて頂いているので楽になっています。作業中は毎

年同様に蒸し豚やキムチを頂きながらマッコリ三昧！夜ご飯は

メンバーのお店で漆鍋？を頂きました。味は微妙？2日目の夜

は特に思い出に残ったひと時でチェIBC委員長の提案で船上

リトセンオータムフェスタサポート
日時：11月18日（日）場所：リトリートセンター

花火イベントにウイングメンバーとホンさん・チェIBC委員長・

キムさん夫妻とで参加しました。船は琵琶湖のミシガン規模の
大きさで、乗客150人程が食事をしながらマジックショー等の

イベントを楽しんだ後メインイベントの花火を船上から打ち上

げる企画でした。私も初めての体験で目の前で打ち上げられ

る花火を真下から見上げる迫力と美しさに感動しました。紹介

して頂いたチェさんには本当に感謝です。入会以来参加してま

京大病院秋祭りサポート

すが韓国語が話せたらな〜と毎回思いながら未だ全く話せな
い私です。
（松島正雄）

日時：11月20日（火）場所：京大病院小児病棟

リ・ブラン京都中京バザーサポート
日時：11月23日（金祝）場所：衣笠教会

成望館 ふれあいまつりサポート
日時：11月3日（土）場所：成望館

京都 YMCA 学園債募集

学校法人京都 YMCA 学園の教育事業拡充のための施設改修費
及び教育設備の充実を図り、事業運営の安定化と拡大のため
に学園債を募集します。

募集期間：2018/10/1〜12/30
学校債金額：引受１口
借入期間：満５年

B10 万円、1 口以上から

利息：年率 0.5％（固定金利）

問合せ先：本部学園債事務局
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期間中常時受付します。

A50 万円

075-231-4388
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第６回役員会議事録（11/8）

Happy Birthday
石田 玲子

12月2日

今村 隆宏

12月19日

島本 浩晃

12月24日

森本 賴和

12月24日

６７歳になりました。
「いつまでも元気に歩く‼」今まで車あ
りきの生活を送ってきました。
これからは、歩く事を日々意識し
ながら送っていきます。

12月19日で54歳。長女が27歳、そろそろ結婚する？となると・・
孫？次女が26歳・・ここはまだまだかな。三女は来年1月で4歳
に・・最近家族で外食に行くと間違いなく、おじいちゃんに見ら
れている中で三女のパパ〜〜の叫びに戸惑う店員の顔(^^♪
が面白い。

今年で５６歳になります。５０代も後半に差し掛かることに
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。

年月が経つのが、５０歳を過ぎる頃から加速度を増して早く
なったように感じます。季節の変わり目に感動することなく、
時間に追われて、一週間前の事や、一昨日の食べた物も思い
出せなくなってきたようです。感動して泣くことさえ、出来なく
ってしまわないように、時に流れることの無いように、
これから
は日記をつけるようにします。皆さんはどのように対処されて
ますか？

諸報告
・各委員会日程他：CS11/21・サバエ 11/24・ファンド 11/21・Y サ
11/24・EMC11/22 ドライバー 11/22・ブリテン 11/29・IBC 未定
・役員会 2 次会の件：前日出欠を取る。・IBC 報告：8 名の参加、例
会で報告。・新巻きサケファンド・今年で最後になります。メンバー
にお知らせする。
議 案
1：役員会議事録に関する件 承認
2：例会に関する件（西野委員長）
11 月第 2 例会 メンバースピーチ、廣部君、前田君、奥田君、
森野君、テーマ：ウイングに思うこと
12 月第 1 例会 ＩＢＣアワーキムチ付け報告
12 月第 2 例会 クリスマス例会、12/23（日）
全日空ホテル 6：00 開会
ゲスト 8,000・
メネット 4,000 補助付き・コメット 3,000 小学生
1 月第 1 例会 新年例会・書家のパフォーマンスと書初め
1 月第 2 例会 半期総会
3：入会に関する件（小田委員長）
松井敏文さん 11/ 第 2 例会にて入会式
4：リ・ブランバザーに関する件（本多委員長）
11/23 ワイン販売は中止メンバー 9 時集合
5：京大病院秋祭りに関する件（藤田 ( 寿 ) 委員長）
11/20：15：００子供病棟エレベーター前集合
6：マリアの会クリスマス会に関する件（本多委員長）
12/16（日）会費 3,000 500 円相当のプレゼント交換・
支援金 50,000 円
ベストドレッサー賞 2 名に増やし 4 名に、予算を 20,000 に増額する。
所員さんや、職員との交流
7：クリスマス例会 PT に関する件（佐藤会長）
佐々木、森野、廣部、3 名をＰＴに指名
8：退会に関する件（小田委員長）
宮谷君 10 月末をもって退会とする。
9：ファンドに関する件（藤田 ( 正 ) 委員長）
食事グルメファンドを 1 月に行います。
モリタ屋、お好み焼き悠、アジョシ

11 月 17 日（土）に

la pleine lune（ﾗ･ﾌﾟﾚｰﾇ･ﾘｭﾇ）

バースデー・アニバーサリーは、
にてメネット会が開催されました。

Happy Anniversary
井上 篤・昭代 夫妻

12月3日

藤田 寿男・一美夫妻

12月24日

メンバーのみの公開となります。

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。

まだ記憶に新しいあの日から早や４６回この日を迎える。そ
れぞれのその日を思い出せるかはかなり厳しい。思い出せて
もどの日だったか定かでない。去りし日を反省すまい。金婚式
迄せめて４回きっといい日を過ごそう。

6日（木）

12月の予定

第一例会：IBCアワー

13日（木）

役員会

16日（日）

マリアの会クリスマス会

14日（金）
23日（日）

市民クリスマス

第二例会：クリスマス例会

19時〜

19時〜

18時〜

11月・12月の予定
Ｈ日航プリンセス

10日（木）

三条ＹＭＣＡ

24日（木）

三条ＹＭＣＡ

Ｈ日航プリンセス

17日（木）

1月の予定

第一例会：新年例会

19時〜

Ｈ日航プリンセス

第二例会：半期総会

19時〜

Ｈ日航プリンセス

役員会

19時30分〜

三条ＹＭＣＡ

ANAクラウンプラザ

編集後記 11月は事業が目白押しでした。幸い天候にも恵まれ、
どの事業も順調に行うことができました。いよいよ師走です。
インフルエンザには気をつけて、元気に年を越したいものですね。
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