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★クラブ会長主題
●今月の聖句

「COR Eになる時　それは今」

●8月在籍者46名

●8月月間メイキャップ者数
●8月月間出席率
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DATA OF AUGUST 9月の強調テーマ

Menettes

愛（他者への思いやり）を行動へ！そして、
ワイズダムへ心地よい風を送りましょう！

大野 勉 メネット事業主任
（神戸ポートｸﾗﾌﾞ）

メンバー
メネット
コメット
ゲスト
ビジター

第１例会
30名
0名
0名
2名
0名

第２例会
35名
0名
0名
4名
0名
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会　長 President 森本賴和／Yorikazu Morimoto
副会長 VicePresident 今村隆宏／Takahiro Imamura・天根静也／Shizuya Amane
書　記 Secretary 木下敬悟／Keigo Kinoshita・錦織秀臣／Hideomi Nishikiori 
会　計 Accountant 岸本伸也／Nobuya Kishimoto・上田敦／Atsushi Ueda

☆国際会長（IP）
Jennifer Jones(オーストラリア)
主　題： "Building today for a better
               tomorrow"
 “より良い明日のために今日を築く”
ｽﾛｰｶﾞﾝ： "On the MOVE!!"
 “さあ動こう!!”

☆アジア地域会長 （日本）
田中 博之（東京多摩みなみ）
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）
戸所 岩雄（彦根シャトー）
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
島田博司（京都ウエスト）
『限界を超えろ！
　～　Y’s Power？ No Limit！～ 』　

エレミヤ書31章21節

道しるべを置き、柱を立てよ。あなたの心を広い道に
あなたが通って行った道に向けよ。  

33期がスタートして酷暑も過ぎあっという間にもう9月。森本会長らしい開会
の挨拶を毎回楽しみにしている。私事でもあるがウイングクラブに入会をして、
多分もう少しで30年在籍している事になります。スポンサーから誘われて例会
に参加し、とりあえず入会を決意して自分の人脈を築きたい！仕事で必死に頑
張って来た20代後半に、学生時代の友人や仕事関係の知り合いだけでは物足
りない何かを求めて、このウイングクラブに自分の意志で入会をさせて頂いた。
その頃はかなり背伸びをしていたと思う。正直に言うと面白く無かった。仕事は
忙しく、19時にスーツに着替えて例会場に行く事が苦痛な時も。そんな自分に
色 と々言葉をかけてくれた人達がこのクラブにいた。10周年のエクステンショ
ンで47名のメンバーが32名となり、メンバー増強が最大の目標とされていた
頃から、自分のクラブに対する気持ちや関わり方が変化し始めたように思う。そ
していつの間にか、自らがスポンサーになり、クラブの良さをアピールする。ク
ラブに関わる時間が増えると更に面白さを実感し、楽しくなる。そう、楽しくない
と人は集まらない。受け身でいたら何事も楽しくない！！積極的に色々な事に首
を突っ込む人間が、このクラブに沢山居るから面白い。33年の歴史の中で素晴
らしいメンバー達が、かなりの時間とお金を使いながら築いてきた、このウイン
グクラブが私は大好きになりました。特に10年前に会長をさせて頂いた時が
最高に楽しかった。自分がスポンサーをして入会されたメンバーが、楽しくクラ
ブに関わってくれるのを見ると本当に嬉しいし、もっとこの輪を拡げたいと思う。
今期は、副会長という立場で森本会長をサポートしていますが、真剣に取り組
んでいる姿を見て、頑張ってるなぁ～と思います。いつかあの時が一番楽しか
ったと感じられることでしょう。

副会長　今村　隆宏『楽しむ力』



2　Kyoto Wings Bulletin 9/2019

8月の例会
【第一例会】参加者：メンバー30名、ゲスト2名
日時：8月1日(木)19:00～21:00　場所：ホテル日航プリンセス京都　司会：石田ワイズ　
プログラム：Yサアワー青い空と白い雲のキャンプに向けて
　　～昭和時代のYMCAキャンプと
　　　現役リーダーのキャンプへの思い～
　　“でもいつの時代も熱い気持ちで”

【第二例会】参加者：メンバー35名、ゲスト4名
日時：8月22日(木)19:00～21:00　場所：ホテル日航プリンセス京都　司会：藤田ワイズ　プログラム：京都部部長公式訪問

初々しい二人のリーダー薬師川さん、船越さんの話で
始まりました。まだまだ話をする事に慣れていない二人
でしだが、子ども達への想いを話す姿は立派なリーダー
でした。
また、なにより驚いたと言うか面白かったのは、今日の
メインプログラムでもある昭和時代のYMCAキャンプ、廣
部YSのリーダー時代のキャンプの話です。とても書きき
れない、面白い話でした。聞かれていない方、ぜひ聞い
てみて下さい。そんな話を聞きながら「今でも一部は昔
のままです亅と、とても嬉しそうに話されていた中村主事
の顔が、一番印象に残っています。（青倉国士）

森本会長のタトゥーに関するお話から落ちは天根ワイ
ズの癒しトークのお勧めの会長挨拶で例会が始まりまし
た。そして臨時総会で例会日程変更が可決されました。
ソラシドキャンプ支援金贈呈がありました。メインプログ
ラムは京都部部長公式訪問でした。山下ＥＭＣ主査が
京都部の新入会メンバー目標100人を掲げられました。
吉田pr委員長がギネスレコード1000人達成のお願い
がありました。そして島田京都部部長より限界を超えて、
ワイズデーにおいて攻めの広報を目指す方針説明があ
りました。　（中村裕一）

EMC 主査　山下大輔様 PR委員長　吉田知弘様京都部部長　島田博司様
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8月の事業参加
青い空と白い雲のキャンプサポート

日時：8月24・25日（土・日）場所：サバエキャンプ場

今年もウイングクラブにとって夏のビッグイベントにな
る「青い空と白い雲のキャンプ」が、8月24日～25日の2
日間、サバエキャンプ場で開催され、ウイングから29名
のメンバーが参加しました。
キャンプ初日は朝早くから篠原ワイズファミリーと今村
ワイズが現地入りされ、昼食の「牛丼」調理。5杯も食べた
子がいるほど高評で、ほんとに美味しかったです。昼食後
は太鼓櫓の組み立てをメンバーで行いました。太鼓を設
置すると、早速子供達が集まって来て楽しそうに打って
いました。子供達の中に「だんじり」の太鼓をしていた子
がいて、得意げに披露しているのが印象的でした。
また夜はキャンプファイヤーの後に、「光る風船」に願
い事を書いた短冊を飛ばすプログラムがあり、その準備
をメンバーで行いました。LEDの電池寿命が想定してい
たよりも短かったものの、子供達の手持ちの風船がきれ
いに光り、夢のような空間の中で子供達の歌声が琵琶湖
に響きわたっていました。
2日目は早朝から気球プログラム。天候も良く、子供達
もリーダー達もワクワクドキドキ。みんなとってもいい笑
顔でした。カヌー・クルーザー体験での乗船補助では琵
琶湖の水で濡れてはいけない子供もいましたが、皆で協
力し無事にプログラムを遂行できてよかったです。また、
子供達のカヌーを眺めているところで山田ワイズの体当
たりにより琵琶湖に沈んだ犠牲者が何人かでましたが、
琵琶湖の水がとっても気持ちよかったです。
昼食ではウイングメンバーが設置した「流し素麺」を子
供達が楽しみました。中村ワイズをはじめ、暑い厨房の
中でひたすら素麺をゆがいた皆様お疲れさまでした。そ
してキャンプの最後には太鼓経験メンバーで送り太鼓を
打ち、キャンプ場を離れる子供達を見送りました。
今年は時代が「平成」から「令和」に変わったこともあり、
従来の「サバエ族」から、新たに生まれた「お祭男」に引き
継いでいこうという趣旨のプログラムが設定され、2日間
を通じてこの「お祭男」を前田ワイズが担当。不慣れなが
らにも抜群の演技力で子供達を楽しませ、見事に役柄を
こなしました。また「サバエ族」は北川ワイズ・森本ワイ
ズ・中西ワイズが担当。生まれて初めて「サバエ族」にな
った中西ワイズのショッキングピンクのヘアスタイルには、
皆が度肝を抜かれ、子供達も大喜びでした。
2日間を通じ、ハンディを背負った子供達とは思えない
ほど、元気な子供達の笑顔溢れるキャンプで、やっぱり子
供達は自然の中で遊ぶことがとても大切だと改めて実感
しました。
府立医大の桑原先生のお話では、「こういった子供達
を外で遊ばせてあげることができる施設は日本には少な
く、関西ではこのキャンプだけ」との事でした。
これからもこの「青い空と白い雲のキャンプ」はなんと
しても継続させなければならないと強く感じた2日間に
なりました。（廣部仁太郎）



山岸 裕明・モトエ夫妻 　　9月2日
９月２日で２９年に成ります。
長～くもったもんですね～私ではなく嫁さんが・・・・！
でもまだまだ解りません！最近相当キツイ言葉を浴びせられ
ております（辛）
まだまだ頑張って耐え忍びます！！！

中西 康晴・勝子夫妻 　　9月15日
39年目かな？今の楽しみは二人で行く温泉旅行。子どもや孫
が一緒の時はとっても楽しいですが、年寄りにはヒーハー疲
れま～す。
かならず一度は口喧嘩をしますが…（アサヒビールがないと
機嫌が悪い）
楽しい会話はなくても主人と行く旅行は、とっても気が楽での
んびりして落ち着きます。
温泉につかって長生き出来ます様に…。

田中 富基・博子夫妻 　　9月20日
連れ添って３８年になる妻は「関学ベーツホールクワイア」で、
私は「宝塚ゾリステン」で合唱を楽しんでいます。夫婦から家
族での食事・旅行・ゴルフ、お酒と嗜んで参りました。年輪を重
ねた集大成？です。私はクリスマスはベガホールでメサイア、
妻はシンフォニーホールで讃美歌を歌います。

Happy AnniversaryHappy Birthday
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森本 智子 9月12日
今年は、長女が結婚し、次女が大学入学し、主人は、まさかの
ウイングクラブ第３３期会長に就任させて頂き、我が家にと
っては激動の令和元年となりました。あとは、なんとか無事に
今期を終えられることを願うばかりです。

奥村 賢三 9月15日
73才。まだまだ元気に仕事をしていますが、年と共に物忘れ
が多く約束事も忘れがちの毎日を楽しんでいます。（ワッハッ
ハー）

 前田 晴加 9月19日
夫婦共によくお酒を飲むのですがそろそろ子供が欲しいので
2人で頑張って控えています。夫にもあまり飲み過ぎないよう
に皆さんからも注意してあげて下さい。
いつも楽しい会にご一緒させて頂いてありがとうございます。

本多 悠佑 9月29日
9月で37歳になります。
今思えばウイングクラブにお世話になってから恐らく5年程経
ったと思います。
この5年私自身本当に色んな事が起きました。
そしてメンバーの皆様方にもご迷惑をおかけしてしまいまし
た。
そんな中でもメンバーの方々は僕の事を気にかけて本当に
良いクラブだと実感しました。
まだまだ未熟でまたご迷惑をお掛けするかもしれませんが今
後とも宜しくお願いします。
よろしくお願いします。

 3日（木） 第一例会：ゲストスピーチ 19時～ Ｈ日航プリンセス
10日（木）              役員会 19時30分～ 三条ＹＭＣＡ
17日（木） 第二例会：ディベート例会 19時～ Ｈ日航プリンセス
27日（日）             ワイズデー   三条商店街
 ウィズキッズ病院コンサート
  　　　 
  　 　　　 

9月・10月の予定

10月の予定
  1日（日） 第一例会：京都部会  　 ホテルオークラ
  ８日（日） リトセン秋季準備ワーク 9時～  リトリートセンター
12日（木） 役員会　 19時30分～ 三条ＹＭＣＡ
15日（日） サバエ秋祭り   サバエキャンプ場
19日（木） 第二例会：メンバースピーチ 19時～ Ｈ日航プリンセス

9月の予定

編集後記　9月になりましたが、まだまだ残暑は厳しそうです。皆様体調には十分お気を付け下さい。
まだまだ森本期は始まったばかりです。（青倉）

森本会長のお声がけもあって京都新聞にソラシドキャンプのことが掲載されました。


