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★クラブ会長主題
●今月の聖句
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●3月在籍者44名

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

ASF
YMCAの愛と奉仕の活動を支援しつつ、次代
を担うユースの育成に力を注ぎましょう！

堤弘雄 Yサ・ユース事業主任
（熊本クラブ）

メンバー
メネット
コメット
ゲスト
ビジター

第１例会
31名
0名
0名
0名
0名

第２例会
39名
0名
0名
4名
0名

確かに未来はある
　　　　　　　　あなたの希望が断たれることはない。
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祝30周年記念例会を来年に迎える大事なこの時期に、メンバー増強で盛り
上がる！！
イヤ、勝手に盛り上がって来ると信じていた。幾つかの事情があったとしても
任務を全うせずにドロップする事を選択したメンバーもいた。ワイズの事業
は年間でかなりの時間が奪われる。任命され、任務を全うすればする程だ。
偏見かもしれないが、どっぷりとウイングに入り込めなく、リタイヤしていった
メンバーを何人も見て来た気がする。自分自身あと3年もすると、30年も在籍
しているのだと思うと不思議な気がします。
もし入会10年以内でこのクラブを退会していたら・・何も理解せず、経験もせ
ず、ワークで一緒に汗を流し、キャンプの打ち上げで涙し、様々な感動を得る
こともなく、このウイングクラブの素晴らしい活動を体験せずリタイヤしてい
たら、本当に残念だったと思う。
30年間在籍されているメンバーと入会間もないメンバーも平等である。65歳
でも25歳でも、大きな会社を経営されていても、そうでなくても関係なく、会
長、三役、委員長が偉いわけではない。ただウイングの代表として一年間、自
分の時間を削ってでも任務をされる訳で、そのメンバーに協力するのは当た
り前の事です。入会してクラブの事が解らない事は自分から入り込み、自分か
ら溶け込んで行かないとこのウイングの良さは解らない。
若くして入会した私は、自分より年上の素晴らしい考えを持っているメンバー
と友達になれた事が嬉しかった。今は自分より若いメンバーが入会されると、
あの時の様なメンバーにはなっていないなぁと思う時がある。でもウイングの
メンバーである事の責任と、これまでこのクラブを支えて来てくれた方々に感
謝しているし、誇りをもっている。
例会に沢山のゲストをお誘いして、このウイングの活動の素晴らしさを知って
貰い、共に切磋琢磨し、刺激をし合いこれからのウイングを作って行きましょ
う。

会　長 President 佐々木貫二／Knaji Sasaki
副会長 VicePresident 北川雅俊／Masatoshi Kitagawa・中村誠司／Seiji Nakamura
書　記 Secretary 谷口豊／Yutaka Takiguchi・木下敬悟／Keigo Kinoshita 
会　計 Accountant 市村和清／Kazukiyo Ichimura・松島正雄／Masao Matsushima

今村隆宏
☆国際会長（IP）
JOAN WILSON
主　題： "Our Future Begins Today"
 “われわれの未来は、今から始まる”
ｽﾛｰｶﾞﾝ： "Together We Can Do So Much   
              More"
 “手を取り合えば、今よりさらに多く
　　　　のことができる。”

☆アジア地域会長 （AP）
Tung Ming Hsiao（台湾）
主　題： "Respect Y’s Movement"
 “ワイズ運動を尊重しよう”
ｽﾛｰｶﾞﾝ： "Solidify the Y’s Men Family Better 
                    World"
 “よりよい世界のために、ワイズメン
　　　　・ファミリーの絆を強めよう”

☆西日本区理事（RD）
岩本悟（熊本にし）
主　題：「ワイズ魂で　更なるワイズの活性

化を！」
　　　　“Energizing Y’s Men”

☆京都部部長
廣井武司（京都プリンス）
『子どもたちの未来のために
　さあ始めよう、ワイズの叡智と行動で』　

「ウイングのメンバーでいる意味」
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3月の例会

3月の第１例会はメンバースピーチでした。いつもスピー
カーが決まっているのですが、今回はクジでスピーカー
が決まり、話す内容はサイコロで決まり、１人５分間とい
うことで、多くのメンバーが当たるというドライバー委員
長の今村ワイズならではの趣旨のものとなりました。(さ
すが !! ) トップバッターは中村主事で２番目の松島ワイ
ズと共に結婚観について話されました。(２人の普段では
わからない一面を見ました。)、 続いて3番目の藤田正純
ワイズは今村ワイズ、西沢ワイズについて話され、吉岡ワ
イズは若き時代のやんちゃな話、(今でも…？)、武村ワイ
ズは次の相撲予測、(すごい知識でした。) 中村誠司ワイ
ズはウイングで少しもめた話、青倉ワイズは結婚観…（話
長いわ(笑)）、木下ワイズはウイングについて、（彼の意外
な一面を見ました。）山内ワイズは…？（対人やウイング
への感覚が少し僕も似てました。）そして最後に中島ワイ
ズの人生観の話となりました。（奥の深い、考えさせられ
る内容でした。）
私自身、メンバースピーチの例会は大好きなのですが、
その中で今回は多くの人の話を聞ける機会となり、メン
バーの新しい部分の発見となり、楽しい例会となりまし
た。
また、メンバーが多いことがクラブの活性化につながる
ことを感じました。
最後に私のクジ運は相変わらず悪いことを実感しました。
（佐藤昌利）

ウイングのメンバーは仕事してる？ ホームレスの社会復帰支援活動について！

【第一例会】日時：3月2日(木)　19:00～21:00　ホテル日航プリンセス京都　

司会：稲垣ワイズ　プログラム：メンバースピーチ『仕事観、人生観、結婚観、ウイングクラブ』
【第二例会】日時：3月16日(木)　19:00～21:00　ホテル日航プリンセス京都　司会：西野ワイズ　
　プログラム：『ホームレス状態を生み出さない日本を作る』　ゲスト講師：NPO法人Homedoor代表 川口 加奈様

佐々木会長の力のこもった（ただし少し長い）挨拶で始ま
りました。車椅子駅伝の交通整理についての意見、車椅
子駅伝に対する会長の思いが伝わってきたように思いま
す。走者の安全についてのことですので、来年改善されて
いることを願います。
さて、今回のメインプログラムは、ＮＰＯ法人Ｈｏｍｅ
ｄｏｏｒ代表　川口加奈氏のスピーチ。川口氏は、中学
時代に釡ヶ崎の状況を知り、「知った者の責任」という自
身の思いを貫き、釡ヶ崎で就労支援事業を学生時代に
立上げ、ホームレスを少しでも減らす活動をされていま
す。多くの人は、知っても行動を起こせないし、自分と関
係のないことはすぐに忘れてしまいます。しかし、中学時
代の思いを自分の仕事とし、仕事を通じて人のためにな
る。私自身もあらためて自分の仕事の意義を考えてみる
機会になりました。
自分の子供のような世代の方ですが、大変すばらしい活
動をされていると感銘しました。おそらく多くのメンバー
がそのように思ったのでしょうか。スピーチの後のニコニ
コでは、あまり手が挙がりませんでした。「年上のおじさん
たち、くだらんことを言えんなあ」という雰囲気でした。
今回は、ゲストも３名来られ、非常に充実感のある例会
だったように思います。（島本浩晃）
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車イスのアスリートたちに感動！

【全国車いす駅伝大会サポート】
  

３月１２日第２８回車いす駅伝競走大会が、晴天の京
都の街を駆け抜けました。思い返せば、第１回大会から
サポートして来たウイングクラブですが、当初は、観光バ
スで入口がひとつで、幅も狭く大変な作業でした。おまけ
にワーク参加者も少なく１０名前後でサポートしてきま
した。しかし最近では参加者も多く、ウイングクラブメン
バーの半分以上が参加する代表的なワークとなってい
ます。今年もいつものように集合場所に集まり駅伝選手
のバスへの乗り降りを介助して、先頭車両の７号車に乗
りこみました。このバスで閉会会場の西京極競技場に向
かうのですが、何時もなら７名～８名ウイングメンバー
が乗り込むのですが、「あれあれ」バスに乗ったのは私た
った一人なぜ、どうしてみんなバスに乗らない疑問を抱
えたまま西京極競技場へ１０名乗っていた駅伝選手を
一人で介助する事に。西京極で食事を取ったのも５名、
思うに役員会で時間と場所を決めるだけで、本来の目的
を説明しきれていない事が問題だと思う。新しいメンバ
ーもおられます。毎回面倒でも目的や意義を説明して行
動する習慣づけが必要では。（篠原寿一）

3月の事業参加
日時：3月12日（日）場所：宝ヶ池プリンスホテル
　 チヂミはいかがですか～

【ミニバスケットボール大会サポート】
  

3月19日3連休の中日、冬の服装では暑すぎるくらいの
快晴で出席メンバー15人で横大路体育館で行われた
YMCA主催のミニバス大会の昼食サポート事業に参加
しました。体育館の横のグラウンドでは、少年野球の全京
都大会が行われていてそちらの方にも目を奪われつつ
作業させてもらいました。ウイングクラブの提供食材は、
チヂミです。早くから青倉委員長が準備されていたよう
で、僕が着いた時にはホットプレートなどの準備は終わ
っていました。少し、体育館の中の試合を観ましたが、ミ
ニバスというよりも本格的なバスケットでした。けれども、
試合が終わり食事を取に来る姿は無邪気な笑顔の子供
で体育館見た姿とは別人でした。やっぱり、スポーツはい
いですね。（木下敬悟）

日時：3月19・20日（土・日）場所：横大路体育館

【YMCAリーダー卒業祝会】
  日時：3月12日（日）場所：三条YMCA

森本、西沢、中村、藤田、松島ワイズが IBC 締
結を検討中の台中グレートビジョンワイズメン
ズクラブを視察訪問してきました。



稲垣 康生・有美 夫妻 4月8日
早いもので結婚してもう17年になります。来年は葵

も中学生、今年から昂太朗が小学生。

年をとるのは早いものです。こころは永遠に二十歳

代ですがね。四十代もなかばになり、夫婦ともに健

康には十分に気をつけたいものです。

中村 裕一・麻里 夫妻 4月19日
２５年目です。東京出張に毎月1回は一緒に行くよ

うになり、仕事終了した後はグルメを楽しんでます。

国内での乗り鉄が楽しくなってきました。

 

井上 英也・凉子 夫妻 4月21日
満４９年が経過。いよいよ５０年が近づいて来ま

した。今のところ“あっ、そうか”という程度で特別感

はないが、仕事もガンバりながら健康に気をつけ、

２人元気で金婚式を迎えたいと思います。

山下 功二　4月3日
今年で４２歳になります。今考えてみると小さいこ
ろは４２歳と言えば腹の出たおっさんのイメージ
しかありませんでした。実際に自分がこの歳になる
と、イメージ通りではありますが、まだまだ気持ちは
２０代です。体力、外見はおっさんですが･･･。
今まで以上に健康に気を付け、少しでも若くいられ
るように、努力していきたいと思います。

篠原 寿一 4月12日
誕生日を迎えても、特に変わることはなく娘の学費
の為にひたすら仕事に精を出し、このまま、老いて
いくのか、定年になって年金は本当に受給出来る
のか不安しかない５７歳。

藤田 寿男 4月18日
近頃、誕生日を特段気にすることはなかったが、６
０歳の時はやはり、それなりの意味もあって感慨深
く、次の８０回目は迎えられるかどうかと言う不確
実性もあって、今年の誕生日は特段の想いで迎える
ことになると思われる。先ずはここまで元気に幸せ
に過ごしてこられたことに大いに感謝することから
始めよう。

Happy Birthday

11日（木） 第一例会：30周年記念アワー 19時～ 日航プリンセス
14日（木）              役員会 19時30分～ 三条ＹＭＣＡ
21日（日）              かもがわチャリティラン 　　　 鴨川堤防
21日（日） 第二例会：ファミリー例会  ローザンベリー多和田
 ウイズキッズ病院コンサート  　　　　府立医大

 

   6日（木） 第一例会：100人例会 18時半～ 日航プリンセス
   8日（土）　　　第13回JOCSウォーカソン 13時30分～  鴨川堤防
13日（木）              役員会 19時30分～ 三条ＹＭＣＡ
16日（日） リトセン夜桜フェスタ 15時～ リトリートセンター
20日（木） 第二例会：IBCアワー 19時～ 日航プリンセス

4月・5月の予定
５月の予定４月の予定

Happy Anniversary

4　Kyoto Wings Bulletin 4/2017

編集後記　今期は篠原ワイズが委員長なので、みんなきちんと原稿を出すかと思っていたのですが、そういう問題ではないよ
うですね。あと２回ありますが、期日は守りましょうね。今期から始まったオリジナルタイトルは次期にも引き継ごうと思ってい
ます。（天根）

田中 富基 4月29日
第二の人生３年目に入ります。６２歳になりました。
宝塚に戻り色々な出会いがあり、妻と共にこれから
の人生を楽しく生きて行くフロンティアを模索して
おります。長男の上の男の子は小学校です。ストレ
スを溜めず自分に正直に、大事にされながら楽しく
人に寄り添う生活を目指して参ります。

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。


