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★クラブ会長主題
●今月の聖句

ルカによる福音書　10章27節

「S e l f  i m p r o v em e n t　～次世代へ発展するウイングクラブへ～」

●3月在籍者46名

●3月月間メイキャップ者数
●3月月間出席率 96％
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DATA OF April 4月の強調テーマ
YMCAサービス

ASF
メンバー１人ひとりがYMCAの新しいブラン
ドコンセプトを理解し、YMCAサービス・ユ
ース事業に積極参加すれば、あなたのクラ
ブも「よくなっていく」ことでしょう。

人見晃弘　Ｙサ・ユース事業主任
（大阪泉北クラブ）

メンバー
メネット
コメット
ゲスト
ビジター

第１例会
36名
0名
0名
0名
0名

第２例会
40名
0名
0名
0名
0名

心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの
神である主を愛しなさい。また、隣人を自分のように愛しなさい
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会　長 President 佐藤昌利／Masatoshi Satou
副会長 VicePresident 谷口豊／Yutaka Takiguchi・森本賴和／Yorikazu Morimoto
書　記 Secretary 天根静也／Shizuya Amane・篠原寿一／Jyuichi Shinohara 
会　計 Accountant 長谷川卓哉／Takuya Hasegawa・中村誠司／Seiji Nakamura

☆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 』

「ＷＩＮＧ　Ｖｓ　ＹＭＣＡ」

ウイングの設立当初、今の半分強のメンバーだったが、平均年齢が30歳台で日本一若
かったこともあり、今に劣らず元気で勢いのあるクラブであった。初年度はゲストとして例
会に参加していたが、ワークに誘われた記憶はない。どちらかというと久僧キャンプ場開
設ワークや車いす駅伝への取り組みに向けての準備などＣＳ(地域奉仕)活動に力を入
れていたように思う。ＹＭＣＡにはほとんど馴染みがなかった。
私にとって最初の「Ｙサ」はサバエのキャンプ場である。浜掃除のために現地へ集合し

たものの、ウイングだけに別の場所でのサポートを指示され、甲賀のキャンプ場に移動し
た。人里離れた山奥の寂しい場所で野外プールの組み立て作業である。「前回サバエワ
ークで“失敗”したウイングへのお灸にちがいない」と言うウイングのメンバーもいた。従っ
てＹサの印象はあまりよくない。ウイングだけの夏のワークとしてしばらく続いたが、Ｙサ
ワークとしては当時唯一のものであった。今とは隔世の感があるが、正直なところ、メンバ
ーにとってまだＹＭＣＡは遠い存在であったようだ。
私自身にとってはランチワイズメンズクラブとのＩＢＣ交流が始まってから、ランチＹ
ＭＣＡと京都ＹＭＣＡとの強い絆の中で、ＹＭＣＡの働きを少しずつ理解するようにな
り、ウイングのメンバーにもそうあってほしいと思うようになっていった。そこで７期会長
時代、会長標語の中に「近づこうＹＭＣＡ」との一文を入れ、自らへの重石と課した。期の
始まる前、Ｙサ事業に対する思いを委員長に託したところ、次のような事業方針を立てて
くれた。少し長くなるが、以下に引用したい。
「クラブ発足時、Ｙとワイズに対する知識や理解を持たないメンバーがほとんどだった。
そのために組織の運営上、先ずウイングクラブを確立、次にウイングワイズメンズクラブと
して自立する手段として、ワイズがＹに対し別の組織であることの独自性が強調された。
それはＹとワイズの理解の混乱を避けるために必要なことであったが、ウイングにとって、
ワイズメンが同時にＹのメンバーであるという意識を希薄にする結果となった。今期、会
長方針として明確にその修正がなされようとしている。当委員会としても、会長方針を真
摯に受け止め、従来の継続的Ｙサ活動に加え、ウイングメンバーのＹに対する理解とＹ
ＭＣＡ会員であることへの意識向上のために、メンバー個人々々がする“ひと頑張り”の発
露のために協力、啓発活動をすることを事業方針の柱としたい。」
Ｙの正会員(今の維持会員Ｂ)になったメンバーを“Ｙの回し者”と称していたが、今や

その回し者が多数を占め、Ｙサ事業も天文学的に増えている現状を踏まえ、これからＹ
ＭＣＡとどう対峙していくのか、２５年前のＹサ委員長の言葉を改めて噛みしめながら、
“もうひと頑張り”を期待したい。

藤田寿男
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３月の例会
【第一例会】　
　参加者：メンバー36名

【第二例会】
　参加者：メンバー40名

日時：3月7日(木)　19:00～21:00　
場所：ホテル日航プリンセス京都　司会　中村裕一
プログラム：EMCアワー 
　　　　　　中島ワイズ、亀井ワイズ

日時：3月28日(木)　19:00～21:00　
場所：ホテル日航プリンセス京都　司会　西野 健次
プログラム：メンバースピーチ
　　　　　　「台中グレートビジョンとの車いす
　　　　　　　駅伝合同ワークで感じたこと」
　　　　　　　本多ワイズ、山内ワイズ

今回のEMCアワーは、昨年開催したＥＭＣ討論会の中で例会
の意味をもう一度メンバーに認識してもらう。ウイングワイズメ
ンズクラブの原点に戻る等の声が出た中でのＥＭＣアワーの
開催でした。亀井ワイズと中島ワイズにお話して頂く意図と時
間だけをお伝えして講演して頂きました。
私自身ワイズメンズクラブが何時、何処で誕生したとか、ウイン
グクラブが誕生した時に発足メンバーである亀井ワイズや中
島ワイズ達でウイング基準を作ったとかその内容も初めて知
ったのでそういう歴史がある事を知っただけでもEMCアワー
をやって良かったと思います。
私自身入会してそう年月が経ったわけでは無いのですが、ウイ
ングクラブのメンバーの方達の結束力の強さはいつも感じま
す。年齢も職業もバラバラな人間の集まりですがやる時はやる、
誰かの為にもやる、そして自分自身も楽しみながら自分を磨く
という気持ちをベテランのメンバーの方達は強く思われる方
が多いのだと思います。その思いを新人のメンバーに伝えら
れる。その思いを新人メンバーは受け継いでいく。その流れが
ウイングクラブにはあるので、結束力が高いと感じた理由だと
思いました。
このEMCアワーでメンバーの方々がウイングクラブの事を少し
でも考えてもらえる時間になってくれたなら幸いです。
（小田竜哉）

天皇盃 第30回 全国車いす駅伝競争大会 が3月10日に開催
され私達ウイングクラブからは21名の参加と台中グレートビ
ジョンから8名の参加、奥村y's御紹介、森本弘文 様 参加され
総勢30名で選手達のサポートをさせて頂きました。
今年の車いす駅伝では第4中継所での人員不足の相談を受
けウイングクラブから篠原y's、奥田y's、上田y's、西野y's、松井
y'sの5名に応援に回って頂きました。
ウイングクラブとしては台中グレートビジョンとの締結後、初の
合同ワークという事もあり集合から解散まで非常に充実した合
同ワークになったのではないかと思います。（本多悠佑）

今回の車いす駅伝のサポートは、台中グレートビジョンクラブ
の締結後に初めて相互の合同事業でしたので、経緯や交流内
容や訪日メンバーの今回の感想をＩＢＣ・ＣＳ報告会を例会
にてさせて頂きました。経緯では早い時期からＣＳ交流を接
望され、先方クラブにＣＳ活動の内容説明し、又、訪日に向け
ての準備を両クラブにて調整・準備の中、先方クラブの交流へ
の熱意がやり取りの中、とても感じました。ウイングメンバーも
交流会では26名が参加し、これから相互の良い関係を築いて
行くべく、両クラブでの中身のある交流でした。次期の交流事
業に向けて、最初の第一歩が参加メンバーの協力のもと、無事
にトラブル無く終える事が出来ました。有難うございました。担
当委員長の感想としては、親近感を感じる、とても良いクラブと
ＩＢＣ締結が出来たと感じました。これからも第二歩、三歩と
実りある交流が出来る事がとても楽しみです！！（山内達也）
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【YMCAミニバスケットボール大会サポート】
　日時：3月16・17日（土・日）場所：横大路体育館

３月の事業参加
【全国車いす駅伝大会サポート】
　日時：3月10日（日）　場所：宝ヶ池プリンスホテル他　

今回ボランティアとしての初参加ということで、名誉ある「全国
車いす駅伝」の裏方として光栄に感じております。全国から練
習を重ねて参加されている方も気持ちが高揚されて出番を今
か今かと待つ様子は小生の学生時代に駅伝のマラソンランナ
ーであった懐かしい思いが呼び起こされます。思い思いは人
それぞれですが、雨天の中必死に走り抜けた情熱は見ている
人に通じたと思います。（松井敏文）

第 10 回役員会議事録（3/14）
諸報告

・各委員会日程他　EMC4/10・IBC 未定・ドライバ EMC合同 4/10・ファ
ンド 3/27・Yサ , サバエ合同 4/12・CS3/18・ブリテン未定
・台湾グレートビジョンクラブ支出報告：122,894 円
・事業報告の件：Yサ、CS、IBC、EMCは期限までに提出　
・4/15YY フォーラム

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）
3月第 2例会　IBC と CS 合同の報告会（来日や車いす駅伝など）
4月第 1例会　ゲストスピーチ「革靴を履いた猫」お礼 1万円と食事代（靴磨き 1000 円）
4 月第 2例会　メンバースピーチ「それでも俺はウイングに来る」
5月第 1例会　ゲストスピーチ「健康をテーマ」
5月第 2例会　100 人例会、EMCと合同企画で行う。

3：リトセン夜桜フェスタに関する件（藤田 ( 寿 ) 委員長）
4月 14 日　170 食を準備、予算約 4万円
4：JOCS ウォーカソンサポートに関する件（本多委員長）
4月 6日　JOCS と委員会を開催して、打ち合わせをする予算 2万円
5：チャリティーランサポートに関する件（藤田 ( 寿 ) 委員長）
5月 19 日　グループランその他参加、協賛金など予算 4万円
6：ファンドに関する件（藤田 ( 正 ) 委員長）
ウナギ弁当ファンド、ローストビーフファンド、を行います。詳細は
未定 5月ごろ実施
7：メネット献金に関する件（佐藤会長）
1万円支出、交際費にて
8：次々期京都部役員選出に関する件（佐藤会長）
次々期京都部役員に今村君を選出、総会に提出
9：万国旗購入に関する件（谷口副会長）
約 6万円で購入

前日には来日した台中グレートビジョンクラブさんの
歓迎会を行いました。



山田 祐輔・あずさ 夫妻 4月6日
今年で１０年になりました。この３年間は家族サー
ビスもなかなかできず、ワイズにも参加できなかっ
たので、仕事もプライベートも全力で頑張りたいと
思います。
３年間温かく見守って頂いたメンバーの皆様や、家
族に、感謝の気持ちを忘れずに、頑張りますので、
また、御指導の程よろしくお願いします。

稲垣 康生・有美 夫妻 4月8日
結婚して19年！
いろんな事がありましたが、今は子供達が卓球をし
て親も仕事に家事に練習に追われる日々で毎日が
クタクタで１日があっという間に終わります。この
日々が実って欲しいものです。

中村 彰利・めぐみ 夫妻　4月11日
今年で恐らく10年です。お互いあんまり年数を意識
していないのですが、10年もお世話になりました。
そんな節目の一年となりますが、いろいろと夫婦で
やらねばならないことがあるので、それを頑張りた
いと思います。

中村 裕一・麻里 夫妻 4月19日
結婚28年目です。子供無しの気楽生活で美味しい
ものを食べて、素晴らしい絵画を愛でて、旅先で刺
激を受けるのが楽しみです。
 
井上 英也・凉子 夫妻 4月21日
51年になりました。お互い元気で過ごせていること
に感謝です。この頃欲が出てきて長生きしたくなっ
ています。60年を目指します。

中村 彰利　4月1日
毎月１回はテントキャンプ、夏場はキャンプ場、冬
はスキー（全部仕事です（笑））。不思議なくらいに
体力があるようで、このような健康な身体を与えて
いただいてることに、新たな一年も毎日感謝して過
ごそうと思います。

篠原 寿一 4月12日
59歳になります。50代最後の年に、何か新しいこと
を始めたいなと思うだけで、何も考えは有りません。
とりあえず残りの人生を見つめ直します。

藤田 寿男 4月18日
亥の年を６回も迎え、そろそろ息が上がってきそう
です。足腰を鍛え直そうとジムの回数券を買いまし
たが、使いきれるかどうか。もうすでに「ほれ、あ
れ、」組に編入されており、「そんなん、知らん」組へ
の進級も間近な７２歳です。

田中 富基 4月29日
昭和天皇誕生日４月２９日で６４歳。少なくとも３
つの時代を生きる事になります。長男長女も生保の
所長・大学教師と自立、孫も元気。妻とお客様と楽し
く生きてます。さんざん無理して来ました。今後のス
トレス回避行動を神様お許し下さい。

Happy Birthday

  9日（木） 第一例会：ゲストスピーチ  19時～ 日航プリンセス
16日（木）              役員会 19時～ 三条ＹＭＣＡ
19日（日）              かもがわチャリティラン 11時～　　　 鴨川堤防
23日（木） 第二例会：100人例会（予定）　18時30分～ 日航プリンセス
 ウイズキッズ病院コンサート  　　　　府立医大

 

  4日（木） 第一例会：ゲストスピーチ 19時～ 日航プリンセス
  6日（土）　　　第15回JOCSウォーカソン 11時～  鴨川堤防
11日（木）              役員会 19時～ 三条ＹＭＣＡ
14日（日） リトセン夜桜フェスタ 16時～ リトリートセンター
18日（木） 第二例会：ファミリー例会 19時～ 日航プリンセス
27・28日（土日） サバエ薪わり＆草刈り  9時～  サバエキャンプ場

4月・5月の予定
５月の予定４月の予定

Happy Anniversary
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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　ようやく寒さも緩み、桜の蕾も膨らみはじめ
ました。新たな年度の始まり、皆さんは何か新しい取り
組みをお考えでしょうか。(上田)


