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DATA OF OCTOBER 1１月の強調テーマ

ASF
YMCAサービス

YMCAに行きましょう。そしてスタッフ・
リーダーと対話しましょう。

清水　淳
Y・サユース事業主任（とやま）

●10月在籍者47名

●10月月間メイキャップ者数
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第36期Ｙサ委員長の西野健次です。35周年節目にワイズメンズクラブの
主なワークを実現をサポートする委員長に任命されちょっとだけ責任感を持
ってます。Ｙサ委員長は二度目です。今期も多くのワークを予定しています。
一人、一回ワークへの参加をめざしていますので宜しくお願いいたします。ワ
イズメンズクラブはＹМＣＡのサポート団体としてその事業を支援していま
す。その中でもウイングクラブはかなり多くの事業に携わっています。青い空と
白い雲のキャンプは印象深いワークで、今年は場所を変え、時期を変え一から
の立上げとなります。またリトリートセンターの夏季・秋季の開設準備や春・秋
のフェスタをはじめ、チャリティーランや募金活動、市民クリスマス、クリスマス
ロビーコンサート、バザー、ミニバスケットボール大会、チャリティーゴルフ、そ
してリーダーの卒業式、ユース献金、コロナ禍で開催中止となっていますが京
大病院、府立病院の小児病棟でのサポートも行事予定にしています。携わって
思う事の一つは「盛りだくさんやし大変やぁ・・・」しかありません。計画はできて
もいざ実行となるとウイングクラブの仲間の参加が必要となる事業ばかりで
す。二つ目は、事業が終わった後は何とも言えない充実感・・・きっと普段の私
の「よこしまな心？(笑)」が無償の奉仕活動によって一瞬だけでも清く洗われる
からなんだと思います。三つめは、リーダーたちの光る眼差しの美しさです。少
なくとも私は学生時代にボランティアや社会奉仕などについて考えたことすら
ありませんでした。私があの頃に戻ってリーダーになることはできません。だか
ら、今の我々ができることはＹサ事業を通してリーダたちへのサポートとも考

西野 健次

『YMCAサービス・ユース事業委員会』～Ｙサ～
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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～

「わたしたちも数は多いが、キリストに結ばれて一つの体を
形づくっており、各自は互いに部分なのです。」

（ローマの信徒への手紙 12 章 5節）

えています。Ｙサ事業のメンバーの参加で松島会長が掲げる主題「一致団結」の一翼を担えることになるのと考えて
います。Ｙサ事業へのご理解、宜しくお願い致します。

（次項に続く）
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第２例会

第36期Ｙサ委員長の西野健次です。35周年節目にワイズメンズクラブの
主なワークを実現をサポートする委員長に任命されちょっとだけ責任感を持
ってます。Ｙサ委員長は二度目です。今期も多くのワークを予定しています。
一人、一回ワークへの参加をめざしていますので宜しくお願いいたします。ワ
イズメンズクラブはＹМＣＡのサポート団体としてその事業を支援していま
す。その中でもウイングクラブはかなり多くの事業に携わっています。青い空と
白い雲のキャンプは印象深いワークで、今年は場所を変え、時期を変え一から
の立上げとなります。またリトリートセンターの夏季・秋季の開設準備や春・秋
のフェスタをはじめ、チャリティーランや募金活動、市民クリスマス、クリスマス
ロビーコンサート、バザー、ミニバスケットボール大会、チャリティーゴルフ、そ
してリーダーの卒業式、ユース献金、コロナ禍で開催中止となっていますが京
大病院、府立病院の小児病棟でのサポートも行事予定にしています。携わって
思う事の一つは「盛りだくさんやし大変やぁ・・・」しかありません。計画はできて
もいざ実行となるとウイングクラブの仲間の参加が必要となる事業ばかりで
す。二つ目は、事業が終わった後は何とも言えない充実感・・・きっと普段の私
の「よこしまな心？(笑)」が無償の奉仕活動によって一瞬だけでも清く洗われる
からなんだと思います。三つめは、リーダーたちの光る眼差しの美しさです。少
なくとも私は学生時代にボランティアや社会奉仕などについて考えたことすら
ありませんでした。私があの頃に戻ってリーダーになることはできません。だか
ら、今の我々ができることはＹサ事業を通してリーダたちへのサポートとも考

第１例会

日　時：　１０月６日(木)　19:00～
場　所：　ホテル日航プリンス
プログラム：　IBCアワー

１０月の例会
日　時：　１０月２０日(日)　19:00～
場　所：　ホテルグランビア京都
プログラム：　メンバースピーチ

１０月第２例会は、今期ドライバー委員会の目玉企
画「メンバースピーチ」の第２弾です。今回は、岡山ワイ
ズ、西沢ワイズ、森野ワイズ、吉岡ワイズ、木下ワイズ、島
本ワイズ、藤田寿男ワイズにスピーチいただきました。ど
のお話も、メンバーの豊かな個性がにじみ出る、滋味あ
ふれるお話でした。各メンバーのお話内容をここで再現
したいところなのですが、とても紙幅が足りませんので、
私の独断で、それぞれのお話のキーワードを挙げます。
【岡山ワイズ】午前２時から。【西沢ワイズ】ある日突然
肩が。【森野ワイズ】冒険を通じて初心に帰る。【吉岡ワイ
ズ】秘めた熱い想い。【木下ワイズ】オスとメスと包丁。
【島本ワイズ】あらためて気づいた和の心。【藤田ワイズ】
２７０万人。
いかがでしょう。どんなお話だったか、想像が膨らみま
すね。例会で顔を合わすだけでは知り得ない各メンバー
の日常や、仕事に対する思い、ウイングクラブに対する
思いが聞けるとても貴重な機会です。この企画は、今後
も第３弾、第４弾も予定されています。とても楽しみな企
画です！　（上田 敦）

えています。Ｙサ事業のメンバーの参加で松島会長が掲げる主題「一致団結」の一翼を担えることになるのと考えて
います。Ｙサ事業へのご理解、宜しくお願い致します。

10月第一例会は３５周年例会アワーでした。
冒頭１０月第二例会を10/20に変更する事について
臨時総会を開き、異議なく承認されました。中村誠司周
年例会実行委員長からタイムスケジュールや８５名を
超えるゲスト数の説明がありました。メンバー全員参加
で、この節目の記念例会を盛り上げていきましょう。

（中村 裕一）
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9-10月の事業参加
北見ワイズメンズクラブ訪問

日　時：　９月３０日(金)　18:00～
場　所：　オホーツクビアホール　　　　　　

青い空と白い雲のキャンプ

日　時：　　１０月２２，２３日(土，日)　
場　所：　海と星の見える丘公園
　　　　　　

９月30日～10月２日で北海道の北見クラブに訪問し
て参りました。初日の夜に歓迎会を催してくださって大
変盛り上がりました。そこでは過去に交流されていた時
のお話しなどをお聞きして勉強になりましたし楽しく聞
かせて頂きました。北見クラブの方々はクラブ在籍年数
の長い方々ばかりでしたが奉仕の精神に燃えておられ
る熱いメンバーばかりで個人的にも見習う事が多いと
感じましたが、北見クラブとしては若手メンバーが増え
ない等の悩みがあることも言われておりましたのでウイ
ングとしても何かお力になれる事も考えても良いのかな
と思いました。（岡山 聡）

3年ぶりに開催された「青い空と白い雲のキャンプ」に
参加してきました。
今回、初めてのロケーションで、ウイングメンバーのみ
んなもどう立ち回ったら良いのか、探り探りな感じではあ
りましたが、初日の宝探し、キャンプファイアでは子供達
と楽しく接点を持つことができました。
また、会長と私は「海賊」役に扮し、キャンプ中はことあ
る毎に着替えて役を演じることに。キャンプ期間中ずっ
と子供達から「おーい！海賊ぅ」と呼ばれるのが結構嬉し
かったです。
2日目朝の気球では6時集合。2日目参加のメンバー
は相当早い時間に出発されたり、徹夜で来られたり。で
すがそんな苦労を子供達の笑顔が全部吹き飛ばしてく
れました。 
昼食のガーデンパーティでは西野ワイズご指導の元、
皆でパエリアを作り、大変好評な出来映え。子供達もす
ごく喜んでいました。 
サバエの閉場に伴い、新たな候補地探しからコロナの
影響など、大変なことが多々ありましたが、とにかく無事
に開催できたことは、本当に多くの方々の協力と努力の
結晶であり感激いたしました。参加させていただけるこ
とに大変感謝しております。ありがとうございました。
（廣部 仁太郎）

国際協力募金

日　時：　１０月３０日(日)　
場　所：　三条YMCA他
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11月・12月の予定

11月の予定

編集後記：韓国・梨泰院での事故で多くの若い命が失われました。明石花火大会歩道橋事故から約20年。また同じような
事故が起きてしまったことが残念です。歴史を語り継ぐことの大切さをあらためて強く感じました。（上田敦）

Happy Birthday

 6日（日） 第一例会：35周年記念例会 16時～ Ｈグランヴィア京都
13日（日）ウイングゴルフ「翼会」
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） オータムフェスタ 　　 リトリートセンター
24日（木） 第二例会：Yサアワー 19時～ Ｈ日航プリンセス

12月の予定

山内 達也 11月11日
56歳、身体は至って健康体！でも、56かぁ～歳取ったな
ぁ～(･o･;)自分も歳取ってるから当然ながら親
も歳を取る、暗く成らずに現実を受け止めて笑顔で！こ
れも親孝行かなぁ？！例会でパワフルなメンバーに触れ
てパワーを貰ってます！パワースポット！！(•‿•)

これから宜しくお願いします。

稲垣 有美 11月21日
今年で半世紀!
これからもっと、感謝の気持ち・笑顔・楽しくを増やして
いけたら最高です！

佐藤 昌利 11月24日
昨年の誕生日で50才を迎えてから、オフロードバイクを
始めました。肋骨にヒビが2回入りながらも、ようやく来
週に仲間と一緒に24時間レースに参加予定です。
50代、色々と挑戦を続けます！

錦織　秀臣 11月26日
年々、ちょっと考えないと、次に誕生日を迎えたら何歳に
なるのか分からなくなってきました。
次は、５２歳になります。

Happy Anniversary

西野 健次・希久子 夫妻  11月3日
11月3日が25年を迎えます。四半世紀です。
親父を大学の時に亡くし,17年前に母を亡くしてるので
気づけば一番長く一緒にいる仲ですね。びっくりです。
これからも頑張って働くので会話してください。

中島 敬泰・あつ子 夫妻 11月5日
一緒になって50年です。
しんどいこと、辛いことは嫌い、怠惰で怠け者の僕。そん
な僕を50年も支えてくれた奥さんに感謝です。
これからも仲良く、支え合って、いや支えてもらって生き
たいですね。

山内 達也・薫 夫妻 11月15日
17周年になります、いろんな事につけて妻には、感謝で
す！年月を重ねるごとに一番の理解者で居てくれる事に
嬉しく思います。人生での最高のパートナーです
(•‿•)

石田 賢三・玲子 夫妻 11月23日
結婚記念48回目です。元気に金婚式を迎える為お互い
健康第一に頑張ろうと話しています。

天根 静也・真奈美 夫妻 　11月23日
22年になります。まだまだ子どもたちに手がかかる時期
なので２人で頑張って乗り越えて行きたいと思います。

 1日（木） 第一例会：メンバースピーチ 19時～ Ｈ日航プリンセス
 8日（木）         役員会 19時～ 三条ＹＭＣＡ
11日（日） インターナショナルラン 9時～ 嵐山東公園
18日（日） 第二例会：クリスマス例会 18時～ Ｈ日航プリンセス

ワイズデー

日　時：　１０月３０日(土)　
場　所：　三条YMCA他
　　　　　　2022年１０月30日『京都部ワイズデー』に京都ウイ
ングワイズメンズクラブ地域奉仕活動委員長として初め
て参加致しました。
当日は天候にも恵まれ、コロナ禍もいよいよ収まりつ
つあるということもあってか会場の京都市役所前広場に

多くの来場者をお迎えできることとなりました。当クラ
ブは支援先である社会福祉法人成望館さん、リ・ブラン
京都　（白百合会）さんの物販のお手伝いを中心にワイ
ズデーに参加致しました。私自身、当クラブに入会して
直ぐにコロナ禍に見舞われたせいで実質初めてのワイ
ズデー＆地域奉仕活動委員長という責務を自分にちゃ
んと果たすことができるのかと思いましたが、他のメン
バーの方々にしっかりとフォロー頂き何とか務めを果た
すことができました。（岩本 直己）

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。


