
互いに親切にし、憐みの心で接し、神がキリストによってあなたがたを赦して
くださったように、赦し合いなさい。
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「S e l f  i m p r o v em e n t　～次世代へ発展するウイングクラブへ～」
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国際組織であるワイズの一員として、一人
一人がワイズの発展に貢献いたしましょう。

中井　信一　国際・交流事業主任
（奈良クラブ）
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京都ウイングワイズメンズクラブの事をメンバー候補や知人に説明するとき、どのよう
な説明をしていますか？私は、随分前に説明に失敗したことがあります。それは、ウイング
には月2回ホテルで例会があって勉強会や講演を行い，各委員会が組織されて月1回委
員会を開催しクラブの運営や活動を決定しますと紹介した。それを聞いた知人は、それが
いったい何が面白いのかとは言わなかったけれど、無表情がそれを連想させた。ワイズ活
動や夢を話せばと、後で後悔した。ウイングクラブには、「ウイング基準」と言う物がありま
す。しかし現在は使われる事は有りません。それは、あまり良い文章ではないのです。少し
紹介しますと「良質な人が良質な人と出会い親睦を介してそのエネルギーを社会に貢献
する。」これでは、クラブに入会しない人は良質でないことを表現してしまいます。そんな
理由で使われなくなってしまいました。
ウイングには活動や使命を表す指針がありません。何となく過去の経験で、運営してい
ます。これでは新メンバーには理解できません、オリエンテーションはするものの、1回で
は理解出来るはずがありません。そこで提案ですが、京都YMCAには使命を果たす5つの
分野があります。「ボランティア社会の構築」「青少年育成」「福祉社会の構築」「多文化共
生社会の成熟」「生涯学習の推進」です。「ボランティア社会の構築」をウイング事業に当
てはめてみますと、車イス駅伝や国際協力募金、JOCS支援などです。「青少年育成」はリト
センやサバエの整備、ミニバスケットボール、野外活動のボランティアリーダー支援など
です。
「福祉社会の構築」はリ・ブラン、成望館、青い空と白い雲のキャンプ支援などです。「多
文化共生社会の成熟」は、ネパールバザー、インド教育支援（現在は行っていません）、韓
国や台湾のIBCなどです。「生涯学習推進」は例会で行っている勉強会や講演会、国際理
解講座などです。今後、新しい活動と使命を作成することもないでしょう、せっかくYMCA
にあるのだからこれを利用して、自分たちの行動が間違っていないか、検証してみてはい
かがでしょうか。

会　長 President 佐藤昌利／Masatoshi Satou
副会長 VicePresident 谷口豊／Yutaka Takiguchi・森本賴和／Yorikazu Morimoto
書　記 Secretary 天根静也／Shizuya Amane・篠原寿一／Jyuichi Shinohara 
会　計 Accountant 長谷川卓哉／Takuya Hasegawa・中村誠司／Seiji Nakamura

書記：篠原寿一☆国際会長（IP）
Moon Sang - Bong(韓国)
主　題： "Yes,we can change."
 “私たちは変えられる”
ｽﾛｰｶﾞﾝ： "Courage to challenges"
 “挑戦への勇気”

☆アジア地域会長 （日本）
田中 博之（台湾）
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）
遠藤 通寛（大阪泉北）
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
川上孝司（京都パレス）
『Will the Circle Be Unbroken 永遠の絆 』

ウイングクラブの活動と使命
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京都部会に全員集合

9月の例会
【第一例会】第23回　京都部部会　
　　　　　　　　　参加者：メンバー34名
日時：9月9日(日)15:00～　場所：グランドプリンスホテル京都

【第二例会】
　　　参加者：メンバー34名、ゲスト1名
日時：9月20日(木)19:00～21:00　
場所：ホテル日航プリンセス京都
プログラム：Yサ・サバエアワー

京都部会に参加して、先日の京都部長の訪問例会、EMCフォ
ーラムと立て続けに京都部長の「ワイズメンズクラブに入会し
ている人は世界規模でワイズメンズクラブの一員でありボラン
ティア活動に参加しているのでワイズメンズクラブの一員であ
るという自覚をして下さい。」
さすがに3回続けて聞くと頭の中に入り今までそこまで考えて
はなかったですが、ワイズメンズクラブの一員なのだと理解し
た部会になったと思います。
良く聞いているαステーションのDJの佐藤弘樹さんの英会話
のお話で、英語はYes、Noがはっきりしていて日本人ははっきり
言う事ができないから根本的に日本人は英会話が苦手だとい
う話はその通りかもと思いました。特に京都の人間は仕事でも
感じる部分があるのですが、気持ちはNoなのに言葉ではYes
といってNoを察しろ！と不機嫌になる年配の人がたまにいます。
そら外人さんには理解できんわなーと思いました。
それがまた日本人の良さでもあるので難しいです。
今回多分2回目の京都部会の参加だったと思いますが、他の
クラブで知り合いの方が何人か出来ていろいろ会場でも話が
できる機会が出来てきたので、自分自身でもワイズメンズクラ
ブの和は広がってきてると実感できました。（小田竜哉）

9月第1例会が京都部部会でもあり、久しぶりの通常例会と
思う感がありました。ゲストでメンバー候補の松井さんを向
かえての第2例会。会長の挨拶の中で物忘れが多くなったと
気になされていました。「会長まだ若いじゃないですかとつ
こむ所ですがここは控えて！！」その反面、今年はラッキーな
出来事が多くありました。いいじゃない！続いて、インフオメ
ーションタイムに、西日本豪雨災害募金の協力、びわこ秋ま
つり、ＥＭＣ討論会、じゃがいもの販売、その他と9月は色々
の事業があります。ご協力をよろしく。本日のメインプログラ
ムは「Ｙサ・サバエ合同アワー」６つのテーブルに別れて、ふ
たつの議案を討論しました。ＹＭＣＡらしい、サバエキャン
プ場の今後に向けての在り方、自然を大切に、収益を考える、
一般向けにならないか、もうひとつは、青い空と白い雲のキ
ャンプが、2泊3日で行われないか？
医療関係者、リーダーの確保、他クラブとの協力、その他の
リスクをクリアしなければと議論されました。今回は各テー
ブルの討論、意見を時間の関係で発表されませんでしたが
今回の意見を参考に今後に向けて考えて行きたいと委員長
が締めくくりました。9月23日(日)サバエ秋まつりを成功させ
ましょう。（石田賢三）

新メンバー自己紹介　森野 茂Y’S
出身は大阪で昭和39年生まれの54歳。大阪で20歳まで過ごしその後は、ずっと京都です。仕事は、旅
行業界一筋34年。前職の京都新聞旅行センターでは15年間旅行企画や障害を持った人達の旅行を
担当し現在はアルファトラベル株式会社を経営して15年になります。趣味は、映画観賞で月に10本は
見ます。あとは、全然上達しないゴルフです。ウイングクラブの活動内容をしっかりと理解して関われ
るようにしていきたいと思います。
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まだまだ残暑残る中でのワーク、熱中症だけは気をつけて作業が始
まりましたが、草刈り名人、火遊び名人が揃うウイングメンバーにとっ
てはお茶の子さいさい笑
無事楽しく過ごすことができましたが火遊び名人中西さんだけが
中々作業を終えたくないのか帰りたくないのか？
いつものように最後まで遊んでおられました笑（佐々木貫二）

9月の事業参加
リトセン秋期準備ワーク

日時：9月2日（日）場所：リトリートセンター

　

９月２３日、天気にも恵まれた秋晴れの中、「びわこサバエ秋祭り｣が
開催されました。
内容は告知パンフレットに偽りなしでした（笑）まずは、①美味しいお
食事屋台→ウイングは得意の焼きそばと かき氷、これは鉄板です。ま
た、新しくイカ焼き が登場しました。他クラブもフランクフルトや 炊き
込みごはん、焼き鯖、はも天 や 鳥の唐揚げ、ビールにジュースなど盛
りだくさんの食材で、参加の皆様は、おいしくてお腹いっぱいになった
と思います。 次は②楽しいゲーム→ウイングは射的をしました。何度
もくる小学生の女の子がスナイパーみたいで、景品を根こそぎ持って
帰りました（笑）他クラブもヨーヨーつり や スマートボール、そして線
路をはしる電車を用意して頂き、子供だけでなく大人も楽しめたと思
います。 最後に③イベント盛りだくさん！→ウイングは、やぐらで和太
鼓を用意しました。廣部先生と奥田くんが披露し、大いに盛り上がり
ました。終了後は、子供が楽しそうに太鼓をたたいていたので、次回
は太鼓教室みたいな物も企画にできる気がします。そして、このサバ
エでの祭りが年々盛り上がればなぁと思います。
今年は例年になく台風が多く、サバエキャンプ場もその影響を受けま
した。その中で、ウイング３０周年例会でのサバエキャンプ場を残そ
うという思いが詰まった祭りでした。
委員長の藤田寿男さん、北川さんをはじめ、関わった多くのメンバー
に感謝します。（佐藤昌利）

サバエ秋祭り

日時：9月23日（日）場所：サバエキャンプ場

サバエの思い出はかれこれ30数年前にさかのぼりますが、いまだに
鮮明に蘇ってきます。サバエに関わった当時は、私はまだ高校生だっ
たのですが、ジュニアリーダースという組織があり、大学生と共にリー
ダーとして日常の活動や夏キャンに入っていました。私のメインフィー
ルドは、丹後にあった日本海キャンプ場だったのですが、サバエにも1
週間程ヘルプで入っていました。そんな短い期間ながらサバエの印
象は強烈でしたので少し紹介いたします。当時のサバエは下水の設
備が乏しく、キッチンからの汚水は大きな穴を掘ってそこに流してい
ました。直径で5m、背丈位の深さだったのですが、日々の使用で底に
ヘドロが溜まり、砂が水を吸わなくなって汚水が溜まってくるんです
ね。そしたら底のヘドロをかきださなくてはいけなくて、生ゴミ臭たっ
ぷりの濁った水の中に入って、シャベルで底を掘り返さなくてはいけ
なくて。ジュニアリーダースの僕らは一番下っ端がゆえに「体験させて
あげよう」という先輩方のはからいでそのワークを担当しました。穴を
見て、はじめは冗談かと思いましたが、用意されたゴミ袋を脚に被せ、
シャベルを持ち、結局は腰まで浸かってヘドロまみれになりながら相
棒と穴の底を掘り返しました。ヘドロの異臭にクラクラしましたけど、
だんだん楽しくなってきて、砂が水を吸ってくれた時の達成感は後に
生きる自信に繋がったかも、です。その他にもトイレの汚れた便座を
琵琶湖でこっそりと素手で洗ったことや、「肥え」をタンクに運ぶ「花道
ワーク」、まだ開通していなかった湖岸道路で灼熱のアスファルトの
上に大量の毛布を広げて干す、炎天下でブリキの波板の屋根に上が
ってペンキ塗りなど。サバエの思い出はどちらかというと美しい景色
とは裏腹に過酷なものばかり。ですがなぜか辛いと感じたこともなく、
美しい自然と子供達の笑顔が全ての苦労を吹き飛ばしてくれていま
した。時代と共に衛生面も改善され、使いやすくなったキャンプ場で
すが、「与えられる体験」だけではなく、「無い」「不便」といったところ
から自分達で「工夫する」「苦労する」「創造する」といった「生み出す
体験」をメンバー・リーダーが共にできる余白も残した教育キャンプ
場であって欲しいなと思います。（廣部仁太郎）

サバエの思い出

第４回役員会議事録（9/13）
1：役員会議事録に関する件　承認　　　　　　　　　　　
2：例会に関する件（西野委員長）
9月第 2例会　　Yサ・サバエアワ－
10 月第 1例会　ゲストスピーチ・藤原由親様・事業承継と相続。
　　　　　　　　お礼と食事 15,000 円
10 月第 2例会　10/21 サバエファミリー例会・バス代金 92,800 円、
　　　　　　　　ゲスト、メネット、中学生以上 3,000
11 月第 1例会　ゲストスピーチお礼と食事 15,000 円
11 月第２例会　メンバースピーチ、新メンバーワイズを語る
3：びわこサバエ秋祭りに関する件（藤田 ( 寿 ) 委員長）
9/23・集合 9:00、閉会 11:00、ゲームコーナー射的。焼きそば、か
き氷イカ焼き　子どもが喜ぶようなプログラムを行いサバエの活性
化を図る。予算 40,000 円
4：ジャガイモファンドに関する件（藤田（正）委員長）
引取日 10/28 予定・ジャガイモ、安納芋 :2,100 円　玉葱 :2,500 円
5：EMC討論会に関する件（小田委員長）
10/27YMCAにて5:00~7:00終了後懇親会を予定。次回例会でアンケー
トを取り。内容を決定
6：豪雨災害支援に関する件（佐藤会長）
例会場に募金箱を置いてメンバーにアピールする。
7：成望館ふれあいまつりに関する件（本多委員長）
11/3 フランクフルト、みたらし団子、予算 40,000 円
所員さんと、ともに販売し、売り上げを寄贈
8：リ・ブランバザーに関する件（本多委員長）
11/23 花、雑貨、お酒以外の飲み物の販売
所員さんと、ともに販売し、売り上げを寄贈
9：府立医大の病院コンサートに関する件（藤田（正）委員長）
10/10 13:00 集合　支援金　100,000 円
10：メネット会に関する件（佐藤会長）
11/17 19:00~ 場所：ラ・ブレーヌ・リュヌ　二条高倉西入る。
会費 5,000 円　メネット活動費 100,000 円
11：チャリティーゴルフ支援に関する件（藤田（正）委員長）
Yサ予算より 10,000 円を支出



編集後記　9月23日はサバエ秋祭り、10月21日はサバエでのファミリー例会と、今年の秋はサバエ企画が続きます。ウイングの
メンバー一人ひとりが「サバエ」を実感し、サバエの活性化を考える機会になればと思います。
（上田）

奥村 賢三・暎子 夫妻 10月6日
昭和46年10月6日結婚式を迎え、人生の希望に満ち溢れた心
に残る最高の日々を体験しました。
あれから47年。なんと人生というものは無情なもの。
希望とはかけ離れた夫婦仲。
やはりお金がもの言う世の中かな～？
でも金婚式までガンバッテ行きまっせ！！

松島 正雄・貴代 夫妻 10月14日
今月14日で結婚6年目を迎えます。知り合ってからは22年程経
ちますが、仕事でも家でも長い時間一緒にいることが多い中、
あまり喧嘩もなくいれるのは仕事や趣味で同じ方向（目的）を
見れているからだと最近感じます。向き合うと自分の我を通し
たくなるので・・・・。

今村 隆宏・夏美 夫妻 10月17日
10月18日で4周年です。たった4年ですが最近あの頃は...とか、
4年も経つと...とか。
子供の成長を楽しんでいますが、もっと、もっと２人の時間を
作らないとね。。。
そんな事も、よくわかっていますよ

小田 竜哉・和佐 夫妻 10月23日
今年で19年目になります。
今年から長男が家を離れて高校に行ったので生活スタイル
が変わりました。
これからもっと目まぐるしく変わっていくのだろーと実感して
います。

谷口 豊・紗知子 夫妻 10月30日
今年で結婚25周年になり二人で旅行に行こうと昨年より話し
ていましたが、引越しがありバタバタなんで今年は行けそう
にないので来年に行きたいと思っています。慣れない土地で
頑張ってくれているので嫁さん孝行をしやなと考えています。

Happy Birthday

  1日（木） 第一例会：ゲストスピーチ 19時～ Ｈ日航プリンセス
  3日（土）             成望館　ふれあいまつり 11時～ 成望館
  3・4日（土日）  キムチ漬け   金浦クラブ
  8日（木）              役員会 19時30分～ 三条ＹＭＣＡ
11日（土）             ワイズデー   西京極スタジアム
15日（木） 第二例会：メンバースピーチ 19時～ Ｈ日航プリンセス
18日（日） リトセンオータムフェスタ 　　　 リトリートセンター
23日（木祝） リ・ブラン京都中京バザー 　　　 衣笠教会
 

 

10月・11月の予定
11月の予定

  4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（水） ウィズキッズ病院コンサート 15時～ 京都府立病院
11日（木）              役員会 19時～ 三条ＹＭＣＡ
21日（日） 第二例会：ファミリー例会   サバエキャンプ場
27日（土） EMC討論会   三条ＹＭＣＡ
28日（日） じゃがいも引取り   卸売市場
29日（日）              国際協力募金   三条ＹＭＣＡ
  　 　　　 

10月の予定

Happy Anniversary
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安藤 織帆 10月11日
子育て、仕事に追われるばかりの毎日で37歳になりました…
平凡が幸せであると感じられる歳になりました。
子供が小学生になるのでまた一緒にいろいろな事に挑戦し
て行きたいと思います。

西沢 いずみ 10月16日
16日誕生日です。７月に主人と一緒に台中に行きあちらのク
ラブとの締結式に出席させていただきました。
初めての経験で楽しかったです。長男昨年結婚し、今年長女
が結婚し孫の顔を早くみたいと思っています。

山岸 もとえ 10月18日
今年４月より友達に誘われるまま西国三十三霊場を巡礼する
事にしました。
近畿２府４件と岐阜県に点在し何年かかるか分かりません
が全霊場を巡って手を合わせ御朱印を拝受したいと思います。
少しは変われるかしら？（旦那：頼むし変わって下さい！！！）

松島 正雄 10月30日
今月30日で51歳になります。最近ジムに行き英会話を始めま
した。50の手習いです。
ダーウィンの進化論で「強いからではなく変化し続けたから
人は進化できた」と言ってます。
私も変化し続けるよう頑張ります。

中村 めぐみ 10月31日
はじめまして。
私は今年４０歳を迎えます。
だんだんと体力が落ち、体が言うことを聞かなくなってきたの
を感じる今日この頃。それでも、これまで健康に過ごせたこと
に感謝です。
これからのためにも、もう少し体を動かしたいと思います。

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。


