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★クラブ会長主題 「も う 一 歩 踏 み 込 ん で 」
●今月の聖句

☆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）
新山 兼司（京都トップス）
主 題：
「Challenges for the future 未
来への挑戦」
副 題：
「羽ばたこう！２０２２年
ワイズ１００周年に向かって！」

☆京都部部長
中村 隆司（京都ウェル）
「人生は一度きり Part2」
〜出会いから全てが始まる〜 』

あなたがたは今がどんな時であるかを知っています。あなたがたが眠りから
覚めるべき時が既に来ています。今や、わたしたちが信仰に入ったころよりも、
救いは近づいているからです。夜は更け、日は近づいた。だから、闇の行い
を脱ぎ捨てて光の武具を身に着けましょう。
ローマの信徒への手紙 １３章 11 〜 12 節

『 サバエキャンプ場の閉説と持続可能なキャンプ場についての思い』
京都 YMCA サバエキャンプ長

トンビが大空高く飛びまわり、アマガエルがそこかしこに佇み、時には朝
早くにカブトムシが現れ、夕方にはトンボが飛び交う、、、そんな自然環境
に恵まれたサバエ教育キャンプ場（以下、サバエ）は、1948 年に開設され
ました。当時は湖岸道路もなく、浜続きでまさに湖畔、白砂青松のキャン
プ場でした。かつては建物も何もなかった平地のキャンプ場が、73 年の時
を経て、宿泊キャビン９棟、食堂兼メインホール、トイレ 2 棟、シャワー
棟 2 棟、ツリーハウスまで備えた立派なキャンプ場となりました。毎年夏、
多くの子どもたちがキャンプ場を訪れ、たくましく成長し帰っていく。そ
して、子どもたちに関わるリーダーはそこに来る子どもたちのために夏休
みの間の多くの時間を割いて活動し、彼らもまたここで大きな成長を遂げ
るのです。
皆さんもご存知の通り、そのサバエでの活動が幕を閉じました。サバエは
言うまでもなく青少年を育てる場であり、そこに集う子どもたちの貴重な
自然体験の場であります。これは YMCA の使命でもあります。そしてその
使命実現のために、多くのワイズメンズクラブがサバエを陰で支え続けて
きてくださいました。ここに改めて日頃の皆様のお支えに感謝申し上げま
す。病気の子どものキャンプの場としても、サバエは 20 年以上に渡ってそ
の使命を果たしてきました。
サバエを閉じた後もキャンプは続けていきます。当面はリトリートセンター
や既存のキャンプ場が活動先となります。そして、持続可能な新たなキャ
ンプ事業のスタイルを構築し、今度こそ 100 年続くキャンプ場を開設した
いと思います。「キャンプは現実世界の縮図」と表現されます。そこに集う
子どもたちの多様性、関わるリーダーもまた多様な人の集まりです。そん
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「お互いに共に愛し合い、奉仕しましょう。」 ワイズの
活動は、愛をもって、奉仕活動することです。奉仕される
人を思いやり、寄り添い活動しましょう。
川口 恵 クリスチャニティ―委員長（名古屋クラブ）

H

2022年はワイズメンズクラブ国際協会の創立100年です。
先人に思いをはせるとともに、新たなヒストリーを築いて
いきましょう｡ 濱田 勉 ヒストリアン（奈良クラブ）

な多様な人々が、キャンプの目標達成のために民主的な交わりを通して取り組む。これはまさに私たちが住む世界
そのものです。また、ようやく浸透してきた SDGｓが伝えているように、世界は今、自然との付き合い方、向き合
い方を問い直さなければならない時を迎えています。そのように考えた時、私たちが目指すキャンプ場のスタイル
とは、自立型キャンプ場ではないかと思うのです。
使用する電気は自分たちで作り、生活排水はろ過して出来るだけ自然に近い形で戻す。火を使うための薪も、計画
的に風や光りを通すための必要な間伐を通して作り出す。そんな地球環境への配慮がなされたキャンプ場での生活
を通して、子どもたちがこれらのことを学ぶ。そんな子どもたちが増えていけば、彼らが大人になった時に、社会
は何らかの変化をもたらす。今、そんな持続可能なキャンプ場開設を目標に、土地探しから始めています。70 年
前に先人達が探し求めてようやく見つけたサバエの地です。そう簡単に新たな場所が見つかるものではないと認識
しています。ですから、サバエ 73 年間の経験を思いながら、けして諦めることなく、思いを持って探し続けてい
きたいと思います。このようにして私たち YMCA は、常に未来に向けて歩み続けていくのです。

11月の例会

第２例会
日

第１例会
日
場

時：１1月４日(木)

場

１９：００〜２１：００

所：日航プリンセス京都

１９：００〜２１：００

所：からすま京都ホテル

プログラム：ゲストスピーチ

講師：宮沢孝幸先生

今回は例会場が「からすま京都ホテル」に変更、食事も

プログラム：「法律ディベート」

桃李の中華点心、味も良く会場も含めて新鮮な感じで良

メインプログラムは、錦織ワイズによる『法律ディベー

ト』でした。設問1の事例は、旅行会社社員の私的経費に
ついてで、旅行業界ではあるあるの事でどこまでが経費
でどこまでか私費か。現地での人脈や情報を仕入れる事
が仕事をする上で大切なんで線引きが難しい業界です。

参考になりました！設問2の事例は、車が交差点に黄色信
号で直進したところの対向車線からの右折。これも日頃

の運転である事なんで参考になりました。私自身も設問2
に参加して、自信を持って『自分たちが正しい』と相手
に認めさせることを説明したんですが残念ながら負けて
しまいました。やはり弁護士には向いてないのがわかり
ました。久しぶりのリアル例会でしたがメンバーと会え
るのがいいですね。本当に勉強になった例会でした。

（森野 茂）
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時：１１月１８日(木)
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かった。さてメインプログラムは、京都大学ウイルス学
者宮沢孝幸氏の講演。冒頭から、今のウイルス学はかな
り歪められている、研究現場にも業績主義がはびこり実
務的ウイルス研究者は冷や飯を食っている。等、いかり
の熱弁でスタート、後半は一般的に言われているコロナ
の話、そちらのはあまり印象に残っていないで先生の本
を読んでみた。ほとんどの人が感染しても無症状であり
従ってそれぞれが。感染している前提で人にうつさない
事を考えろと言っておられる、何故コロナが急激に減っ
たのか等質問したかったが時間の都合で質疑応答タイム
がとれなかったのは残念だった。（井上 英也）

11月の事業参加
ワイズデー
日
場

時：１１月７日(日)

所：神崎海水浴場他

１０：００〜

晴天の中行われたワイズデーですが、今回は舞鶴の神崎
海水浴場で浜辺清掃を行いました。拾ったゴミの種類に
よってポイントが加算され、合計ポイントを競うゲーム

形式のゴミ拾いでした。200人を超える参加者が一斉に浜
辺清掃をしたので400kgを超えるゴミが集まりました。

浜辺一帯なたあったゴミが綺麗さっぱりなくなりマンパ
ワーの凄さを感じました。基調講演ではプラスチックゴ
ミが地球に与える影響などを学びました。単なるゴミ拾
いではなく、楽しくまた有意義な時間を過ごすことがで
きました。（中西 彬）

ウェルクラブCS（動物愛護）チャリティーゴルフ
日
場

時：１１月２３日(火・祝)

所：京阪カントリー倶楽部

１０：００〜

11月23日に開催されましたウェルクラのCS(動物愛護)チャ
リティーゴルフに参加してきました。総勢11組み44名で

ウイングクラブからはゲストを含めて8名の参加でした。
私は、ゴルフは本当に下手くそでいつもメーカーかブー
ビーあたりでうろちょろしている感じです。それでも楽
しみながらチャリティーに貢献させて頂きました。さて
チャリティーとなれば、そこから寄付金が生まれます。

現在わたしは京都YMCAの寄付金拡大委員会にも所属して
おりますがYMCAにも寄付金には京都YMCA奉仕活動基金
、国際協力募金などがあります。中でもイベント関係(チ
ャリティーラン、ミニバスケットポール大会、チャリテ

ィーゴルフなど)から発生する寄付金は大きな力となって

います。ゴルフは遊びのように囚われがちですが2019年

のYMCAチャリテイーゴルフでは50万円以上の寄付金が集
まりYMCAの様々な活動の支えとなりました。来年には

YMCAチャリテイーゴルフ、京都部リトセンチャリテイー
ゴルフが開催されます。ウイング翼会のみなさん積極的
参加し、上手い人も私のような人もプレイを楽しみなが
ら寄付金に協力しましょうね。（北川 雅俊）

リトセンオータムフェスタサポート
日
場

時：１１月１４日(日)

所：リトリートセンター

11月14日にオータムフェスタが、開催されました。朝早
くから15名のメンバーが参加頂きウイングクラブは例年
通りうどんの提供を行いました。

天候にも恵まれ、大勢の方が訪れあわただしくしていま
したが訪れた子供さんが楽しくはしゃぎ回る姿や家族で
過ごす姿を見ると嬉しく感じました。（森野 茂）

3

Kyoto Wings Bulletin 12/2021

Happy Birthday
石田 玲子

YMCA NEWS :

12月2日

このところ暇になり、おやつタイムが増えました。
と同時

に体重も増え、おまけに痛いところ捜しをしている毎日

です。
ダメだ！まだまだ頑張らなければ。遊びに‼

今村 隆宏

12月19日

12月19日、57歳になります。
最近嬉しかった事

ミニチュアシュナウザーを飼ったこと。家族が増えるって
楽しい！近くに松ちゃんが引っ越して来たこと。
微妙な事

松ちゃんより先に酔わないと毎回送る⁉事になりそー笑。

しょーちん、西賀茂に良い物件があるよ♡

バースデー・アニバーサリーは、
島本 浩晃
12月24日

今年で還暦になります。少し老化現象も出てきましたが、

メンバーのみの公開となります。

残りの人生まだまだ楽しみたいと思います。

森本 賴和

12月27日

今年も早く１１月､これから慌ただしくなろろうとする年
の瀬に生を受け今年で５６歳。

我ながらよく健康に生きてこれたなぁと思います。おか
げさまで､家族も健康でつくづくありがたいことだと身に

染みて感じております。来る２７日は自分だけではなく､

自分の周りにも感謝して過ごしたいと思います。

１．クリスマスコンサート
京都 YMCA では、今年もクリスマスのプログラムを行いま
す。一般の方もご参加できます。
ご家族、お友達で是非ご参加ください。
日 時： 12 月 17 日 ( 金 ) 18：30 〜 21：00（予定）
京都大学交響楽団団員による弦楽四重奏コンサート、礼拝、
キャロリング
場 所： ウィングス京都 2 階イベントホールおよび、三
条寺町界隈・新京極周辺でキャロリング
入場料： 500 円
タイムスケジュール、申込み方法等、詳細は後日案内いた
します。
問合せ：（TEL）075-231-4388
２．スキーキャンプ・ウインター＆スプリングプログラ
ム募集（体操教室、スイミング、アフタースクール）
初めての方も、リピーターの方も、ぜひご参加ください。
すべては子どもたちの「こころとからだを育む」ために。
初めてのお子さまでも安心できるように、しっかりサポート
します。
各プログラムの日程、詳細をお知りになりたい方は下記
QR コードか URL からご確認ください。
https://drive.google.com/ﬁle/d/1Yg̲9qr7UTmaRTirmB
z5AbotQ2AjR5xRm/view
問合せ：ウエルネスセンター（TEL）075-255-4709

Happy Anniversary
藤田 寿男・一美夫妻 12月24日

ここに来て４９年目を迎えることになってしまいました。
金婚式まではまだまだと思っていたのが、あと一年とい

う超具体的な的を突き付けられたようで、
「とうとう』
と

「いよいよ」
との感情が交錯しているところです。一年か
けて、良い結果を出せるよう頑張ります。

12月・1月の予定
12月の予定
2日（木）

9日（木）

第一例会：ゲストスピーチ 19時〜

役員会

17日（金） 市民クリスマス

19時〜

18時半〜

25日（土） 第二例会：クリスマス例会 18時〜
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1月の予定
Ｈ日航プリンセス

三条ＹＭＣＡ

ウィングス京都2階イベントホール
Ｈ日航プリンセス
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6日（木）

第一例会：新年例会

19時〜

Ｈ日航プリンセス

20日（木）

第二例会：半期総会

19時〜

Ｈ日航プリンセス

13日（木）

役員会

19時〜

三条ＹＭＣＡ

