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DATA OF SEPTENBER 10 月の強調テーマ

BF
BF（ブラザーフッド基金）の意味を理解し、
国際奉仕団のメンバーとして、この基金の充
実と活用に貢献しましょう。古切手を集め、
皆で一緒に作業して交流を深めましょう。

小田哲也
国際・交流事業主任（福岡中央）

●9月在籍者47名

●9月月間メイキャップ者数
●9月月間出席率 63.8％
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第１例会
27名
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第２例会
33名
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34年前にウイングクラブに入会して二年目にファンド・BF・EF・JWF委員長
に任命されたんやけど、ほんまに、めんどくさい事ばかりで、ＢFはブラザーフ
ット基金と言うて、以前はビショップファンドと言われてたんやて、国際役員や
BF代表が、公式の旅行をする為の資金として、全ワイズメンの参加によって積
み立てられる基金なんやて、使用済み郵便切手を集めて、整理して切手市場
で換金する方法が主力やったんやけど、次第に現金の拠出による貢献が増え
てきたんやて、切手を有利に換金するために奉仕する専門家ワイズメンをフィ
ラテリストて言うんやて、またこの基金支出面を担当する委員をＢＦＥＣ（エ
クスペンディチャ・コミティ）て言うらしいわ、なんかややこしいやろ。
実際にはメンバーから集まった使用済み切手を、切手から台紙3ミリを残し
てはさみで切り揃えていくんやけど、当時は、盛んに切手を集めていたもんや
から、10キロ分の切手を委員長がひたすら整理したもんですわ、めんどくさい
な～と先輩ワイズにぼやいていたら、もっと昔は、風呂場の浴槽に水貼って、
その中に使用済み切手を入れて、台紙とはがれたところを、電話帳に挟んで、
乾燥させたんやて、頭が下がりますわ。
現金で集めたBF資金を何に使うんやろ、調べた所ＢＦ代表と言う旅費に使
われるんやて、区から他の地域（区）を公式訪問する代表者のことやて、どうや
ってＢＦ代表を決めるかって？前年度の実績やＢＦＥＣがＢＦ代表の枠を
定めて公募するんやて、ほかにも規定があってな、現金を沢山出したクラブか
ら選ばれるし、旅行日程も訪問先のTＣが決めるんやて、3週間以上7週間未

ＥMC委員　篠原寿一
『　BFって何やろ？　』
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●今月の聖句
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会　長 President 松島正雄／Masao Matsushima
副会長 VicePresident 今村隆宏／Takahiro imamura・山田祐輔／Yusuke Yamada
書　記 Secretary 小田竜哉／Tatsuya Oda・武村松一／Shouichi Takemura
会　計 Accountant 岸本伸也／Nobuya Kishimoto・中西彬／Akira Nakanishi

☆国際会長（IP）
Samuel Chacko （India)
主　題： “Into the next 100 Years 
　　　　with FELLOWSHIP & IMPACT” 
“フェローシップとインパクトで次の100年へ”
ｽﾛｰｶﾞﾝ： "BEYOND SELF and BE THE CHANGE"
 “自己を超えて、変化を起こそう”

☆アジア地域会長（AP）
Chen Ming Chen （Taiwan）
主　題： "Elegantly Change With New Era"
 “新しい時代とともに、エレガントに変化を”
ｽﾛｰｶﾞﾝ： "Do it Right Now"
 “今すぐ実行を”

☆西日本区理事（RD）
田上 正 （熊本むさし）
主　題：「原点を知り将来に生かす」 
 “Know the origin and utilize it
　　　　 in the future !”
副　題：「立ち上がれワイズモットーと共に」 

“Stand up Y'sMen with our Motto !”

☆京都部部長（DG）
 石倉 尚（京都キャピタル）

主　題：“United by YMCA"
副　題：～ＹＭＣＡで、ひとつになる～

神がわたしをあなたたちより先にお遣わしになったのは、この国にあ
なたたちの残りの者を与え、あなたたちを生き永らえさせて、大いな
る救いに至らせるためです。わたしをここへ遣わしたのは、あなたた
ちではなく、神です。　　　　　　　　　　（創世記　45 章 7～ 8節）

満の旅行日程を全うせなあかんらしい。これでＢFの説明は終わりやけど、一人当たり1500円集めて、成果を気にせ
いへんのも問題あるんと違う。

（次項に続く）
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に任命されたんやけど、ほんまに、めんどくさい事ばかりで、ＢFはブラザーフ
ット基金と言うて、以前はビショップファンドと言われてたんやて、国際役員や
BF代表が、公式の旅行をする為の資金として、全ワイズメンの参加によって積
み立てられる基金なんやて、使用済み郵便切手を集めて、整理して切手市場
で換金する方法が主力やったんやけど、次第に現金の拠出による貢献が増え
てきたんやて、切手を有利に換金するために奉仕する専門家ワイズメンをフィ
ラテリストて言うんやて、またこの基金支出面を担当する委員をＢＦＥＣ（エ
クスペンディチャ・コミティ）て言うらしいわ、なんかややこしいやろ。
実際にはメンバーから集まった使用済み切手を、切手から台紙3ミリを残し
てはさみで切り揃えていくんやけど、当時は、盛んに切手を集めていたもんや
から、10キロ分の切手を委員長がひたすら整理したもんですわ、めんどくさい
な～と先輩ワイズにぼやいていたら、もっと昔は、風呂場の浴槽に水貼って、
その中に使用済み切手を入れて、台紙とはがれたところを、電話帳に挟んで、
乾燥させたんやて、頭が下がりますわ。
現金で集めたBF資金を何に使うんやろ、調べた所ＢＦ代表と言う旅費に使
われるんやて、区から他の地域（区）を公式訪問する代表者のことやて、どうや
ってＢＦ代表を決めるかって？前年度の実績やＢＦＥＣがＢＦ代表の枠を
定めて公募するんやて、ほかにも規定があってな、現金を沢山出したクラブか
ら選ばれるし、旅行日程も訪問先のTＣが決めるんやて、3週間以上7週間未

第１例会

日　時：　９月３日(土)　15:00～
場　所：　ウエスティン都ホテル
プログラム：　京都部部会

９月の例会

満の旅行日程を全うせなあかんらしい。これでＢFの説明は終わりやけど、一人当たり1500円集めて、成果を気にせ
いへんのも問題あるんと違う。

9月第1例会は京都部会の振替例会でした。自分が会
長をしていた2年前はコロナ禍ということで京都部会は
開催されませんでした。
昨年は、無事に開催され、バナーセレモニーだけ直前
会長として木下35期会長と一緒に出場させてもらいま
した。出て行くときに司会の人に名前を間違えられてち
ょっと残念でした。
ウイングに入会して10年経ち、会長もさせていただい
て他クラブのワイズメンとも面識がようやくできてきまし
た。ウイングクラブと他クラブの方という感じではなく、京
都のワイズ仲間という気持ちも芽生えてきたような気が
します。でもまだまだ先輩方と比べると引っ込み思案だ
なと思ったりします。
京都部会は3部構成で、第1部はいわゆる点鐘で始ま

り点鐘で終わる部会、第2部は特別プログラム、第3部は
懇親会になっています。
第2部の特別プログラムは通常著名な方の講演会が
多いのですが、今回は、YMCAのリーダーのOGOBに登
壇していただいて、リーダーの近況などをお話ししても
らいました。学生時代のリーダーの体験を直接現在の仕
事に活かされている方、今は全然関係のない仕事に就
かれている方といろいろな道を歩まれていましたが、学
生時代のリーダー経験がいい経験として残っていること
には変わりがありませんでした。
日頃の例会のプログラムでもリーダーのOGOBさんに
ゲストスピーカーとして出ていただくのもいいことだな
あと思いました。
今回の京都部会はこれまでの派手な感じの部会に比
べると、ちょっと地味に感じる部会でした。

地味がいけないということではなく、なんだかとても
温かみを感じる部会でした。それは今期の石倉部長の
お人柄なのだろうなと思いました。参加者が読めない中
で無理のない形で開催しようといろいろ運営の方はご
苦労されたのではないかと思います。
ここまで今回の感想を書いてきましたが、いよいよここ
からが本題です。来期の京都部会のホストは我々ウイン
グクラブです。乾杯の挨拶で武村ワイズが登壇されたと
きに、「いよいよもうここまで来たか！」と思いました。
他のクラブの前例に振り回されず、ウイングらしさ、武
村ワイズらしさをうまく体現できる素敵な京都部会をみ
んなで作っていきましょう。（天根静也）
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第２例会

10/15 開催 森のハロウィン！

リトリートセンター（リトセン）の森でこの秋、子ども
たちと不思議な夜を過ごしませんか？街灯りと
雑踏のハロウィンとはひと味ちがう、森のハロウィン！
木々の妖精たちが集ってくるかも？
基本的感染症対策をとり、実施します。皆さまのご参
加をお待ちしています。

日　時：10月15日（土）17:00 ～ 20:00 頃
場　所：京都 YMCAリトリートセンター
参加費：おとな（中学生以上）3,000 円
　　　　小学生 1,500 円
　　　　幼　児（3歳以上）1,000 円
＊すべて税込＊当日現地でお支払いください。
詳細は下記、QRコードを読み取ってご覧ください。
お申込み：下記QRコードを読み取ってお申込みくだ
さい。

YMCA NEWS :

日　時：　９月１５日(木)　19:00～
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

9月第二例会はメンバースピーチでした。新人さんか
らベテランさんまで７名のメンバー（井口ワイズ、本多ワ
イズ、中西ワイズ、山内ワイズ、上田ワイズ、岩本ワイズ、
田中ワイズ）が思い思いの主題でスピーチされました。
時節柄、コロナ渦を話題に据えたワイズが多かったです。
普段分からないメンバーそれぞれの個性が感じられ良
かったと思いました。やはりメンバースピーチは面白い
ですね。今年はメンバー一人一人にあたるようですので、
皆様ご準備してください。　（中村　裕一）

［詳細］ ［お申込フォーム］
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10月・11月の予定

10月の予定
 6日（木） 第一例会：IBCアワー 19時～ Ｈ日航プリンセス
13日（木） 役員会 19時～ ＹＭＣＡ三条本館
22、23日（土,日） 青い空と白い雲のキャンプ例会 海と星の見える丘公園
30日（日） 第二例会：ワイズデー／国際協力街頭募金

　　　　　　　　　ウイズキッズ病院コンサート　　府立医大

編集後記：
大型の台風が過ぎた後はすっかり秋空となりました。朝
晩の気温もぐっと下がり、過ごしやすくなりました。秋は
イベンドシーズン。ウイングでは様々なワークに取り組
む予定です。ご期待ください！　（上田敦）

Happy AnniversaryHappy Birthday

 6日（日） 第一例会：35周年記念例会 19時～ Ｈグランヴィア京都
17日（木）         役員会 19時～ 三条ＹＭＣＡ
18日（金） YMCA/YWCA合同祈祷週プログラム 19時～ 三条ＹＭＣＡ
20日（日） リトセンオータムフェスタ 　　 三条ＹＭＣＡ
24日（木） 第二例会：Yサアワー 19時～ Ｈ日航プリンセス
　　　　　         京大こども病棟秋祭り 　　　 京大病院
　　　　　        成望館　ふれあい祭り 　　　 成望館
　　　　　         リ・ブラン京都中央バザー 　　　 衣笠教会
　　　　　         チャリティ-ゴルフ 　　　 

11月の予定

安藤 織帆 10月11日
またやって来ました。
目の前のことに必死に過ごす毎日は変わりませんが、子供の
未来に少しでも役に立てる大人でありたいと思う歳になりま
した。息子10歳をジャイアンツに入れるべく、父に野球を頑張
ってもらいます(笑)皆様、今後ともよろしくお願い致します。

西沢 いずみ 10月16日
16日で65才になります。まだ看護学校の非常勤講師を続けて
おります。長男が5月に沖縄から帰って近くに住んだので、長
女の子とあわせて孫5人に囲まれて賑やかに過ごしておりま
す。今後もよろしくお願いいたします。

中西 阿沙美 10月17日

山岸 もとえ 10月18日
最近は仕事、家事の息抜きに♨銭湯とストレッチに行ってま
す。サウナで整って、ストレッチで体をケアーしてストレス発散
です。早く普通に何時でもメネットさんにお会い出来るのを
楽しみにしています。

松島 正雄 10月30日
【55歳の宣誓】
①コロナでなまった体を鍛え直若返るようがんばります。
②新しい事業に取り組みます(イタリアンレストランを開業)
③社員が毎日楽しく幸せで成長できる組織作りを実践し生涯
をかけようと思える会社になれるよう努力をします。
④自分がして欲しいことを他人にし、他人の喜びが自分の喜
びとなることを意識した生活を送ります。

奥村 賢三・暎子 夫妻 10月6日
ハッピーアニバーサリー　五十一年目になりました。
人生の半世紀が過ぎました。山有リ谷有りの夫婦ですがいま
だに仲良く生きています。これからもずっと元気に長生きでき
る事を願っています。̂ _^老夫婦ですが嫁さんに感謝してお
ります。有り難うカーちゃん！！。😍

松島 正雄・貴代 夫妻 10月14日
結婚して9年目になります。
同じ職場で働いているので1日中顔を合わせてますが喧嘩も
なく仲良く仕事とプライベートに生活させて頂いてます。何も
変わったことありませんが何もないのが一番！ほんとにありが
たいと思ってます。これからも夫婦共々よろしくお願いします。

今村 隆宏・夏美 夫妻 10月18日
10月18日は結婚8回目の記念日です。
娘の千聖は７歳にして叔母になりました。最近はなんで⁉ど
うしたん⁉わからない事はなんでも聞いてきます。初孫はな
んと8月29日(焼肉の日)に誕生✨虎之介と申します🙇そろそろ
断酒も考える時なのか、、、。

小田 竜哉・和佐 夫妻 10月23日
22年経ちました。最近はあまり休みという休みも無かったの
でたまにの休みには平和に家族で楽しめる時間を作れてる
ので幸せを感じれています。このままで!このままで！

谷口 豊・紗知子 夫妻 10月30日
先日、記念旅行で念願の北海道に連れて行ってもらいました
～(^o^)　嬉しくて楽しくて、未だ興奮冷めやらぬ状態です♪
台風一過で天気も良く、クジラも見られて最高でした。
30日の記念日は、思い出話に花を咲かせ、美味しいお酒で乾
杯したいです～♡

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。


