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★クラブ会長主題

●今月の聖句
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DATA OF FEBRUARY 3月の強調テーマ

JWF
JWFは皆様のご厚意によって支えられてい
ます。個人やクラブの記念にあわせて献金
をお願いします！

松本榮三JWF管理委員長
（大阪高槻クラブ）

メンバー
メネット
コメット
ゲスト
ビジター

第１例会
32名
0名
0名
1名
0名

第２例会
29名
0名
0名
1名
0名

無垢であろうと努め、まっすぐに見ようとせよ。
平和な人には未来がある。
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今期EMC委員長を拝命いたしました。今月のテーマ「元気よく。EMC」を
頂いてこれは励ましなのか「さあどうする？EMC」とまず感じました。
Eは、Extension　新しいクラブを設立することです。25th記念例会にお
いてウイング宣言で目標設定がなされました。記憶されているメンバーも
多いはずです。
Mは、Membership　新入会員を増強することです。エクステンションを
するにはメンバーを増やさなければ実現にはほど遠いことになります。数
は力なりとも言われますがまさにその通りではないでしょうか。
Cは、Conservation　意識高揚をはかることです。いろいろなワーク等が
ありますがそれぞれの内容・意義・参加をすることで、すべてがワイズメン
活動を直接拡大強化する事業であると言えます。
今期の事業計画においても、「メンバーを増やそう」を第１にして取り組
んできました。前期に於いてノンドロップも大切ではあるのですが既に今
期の実現は出来ない状況です。
しかし、今期新しいメンバーの入会もあります。我々ウイングは前を見て
進んで行かなければなりません。
次期にはなりますが来年の１月には、30th記念例会も予定されていま
す。１年を切った状況で一層のM＆Cに力を入れて取り組んでいかなけれ
ばなりません。
ドライバー委員会の協力も得て今期１００人例会を２回実施しようとし
ています。メンバー誰もが同じ方向に立って、まずはゲストを連れてきて頂
きたい。相互理解もはかりながら得手不得手はありますが各人が協力し合
っていける体制・雰囲気を作り出してこその「元気よく。EMC」としていきま
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

岸本伸也☆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』　

「元気よく。ＥＭＣ」
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2月の例会

今回の例会は１月第2例会が終って一週間で２月例会
となっていました。
今までにあまり無かった記憶ですが何かメンバーと顔を
合わすのが昨日にも会っていた様な気分で会場には入
って行きました。
又、昨日にはプリンスクラブの例会にメーキャップで参加
してきましたので毎日ワイズメンバーと会っている様な
感じです。
プリンスクラブの例会では京都部部長公式訪問と京都
市立病院泌尿器科部長　清川岳彦先生の講演を聞か
せていただきました。
プリンスクラブも蒔田会長が毎例会でメンバー増強を強
く強くアピールされている様です。
我がウイングでも下半期メンバー増強とノンドロップを
出さない目標を佐々木会長が強くアピールしています。
人生で一人でも多くの人と出会い、仲間となって助け合
い自分の喜びと幸せを感じればと思います。
その為にもメンバー一人一人が意識をもって知人、友人
をゲストに連れてくる行動を起こして行こうではありませ
んか！！
会長挨拶も考える間もないと言いながら佐々木家の節
分をリアルに情緒豊かに面白おかしく楽しく真剣に語っ
て、賑やかな雰囲気でスタートを切ってくれました。
食事の後、メインプログラムは本川淳一様の「平安遷都
ミステリー」と題して京都の古い歴史を大変興味深く講
演いただきました。
私も歴史が大好きで今まで知らなかった史実をスライド
を交えながら奈良の平城京から長岡京そして平安京の
成り立ちを解りやすく教えていただき、又、平安京に関わ
る神社、仏閣や御所、御池、太秦などと京都の歴史を
色々勉強させていただきあっと言う間の例会でした。
この第2部御講演を絶対にお願いし他クラブのゲストも
多く参加していただけたら又よい例会が出来ると思いま
す。（奥村賢三）

2月第2例会はＴＯＦ例会。例会場は、例年の三条
ＹＭＣＡが取れなくて、室町通四条下ルのムーン
バットビルに変更。油の乗ってきた佐々木貫二会長
の挨拶に続いて宮谷佳宏ＣＳ委員長によるＴＯＦ
例会の意義の説明の後、ゲストスピーカーのジブラ
ルタ生命の漁野 努（りょうの つとむ）氏による『相続
セミナー』と題しての相続にまつわる様々な事柄、遺
言と生命保険の活用のお話を伺った。弁舌爽やか、
テンポのよい的を突いたお話に30名の出席者一同、
話に吸い込まれた。「みなさんは、うちに限って相続
で揉めるようなことはないと思っていらっしゃるでし
ょう。そうかも知れない。しかし、それはあなたが生
きていらっしゃるからですよ。」との言葉に胸を突か
れた。やはり、遺言書は書いておいた方がよいのか
なと思わされたことだった。続いてウイングメンバー
の社労士、岸本伸也君による『続・相続のあれこれ』
と題しての主として遺族給付金の具体的なお話。特
に労災による死亡の場合の遺族年金は非常に手厚
いことがわかって、我が国の制度も捨てたものでな
い、いい話を聞けたと得をした気分になった。
例会で、メンバーが楽しめたり実益になるゲストス
ピーチもよいが、メンバーの人生観を涵養したり、今
日の例会のようにメンバーの家族や職場の従業員
の幸せにつながる様なテーマを今後も追い求めて
ほしいとの思いを強くして帰途に就いた。（亀井剛）

平安遷都ミステリー ＴＯＦ例会。相続は騒 し々い

【第一例会】日時：2月2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：ゲストスピーチ「平安遷都ミステリー」（本川淳一様）
【第二例会】日時：2月16日(木)　19:00～21:00　ムーンバットビル　司会：稲垣ワイズ　
　プログラム：TOF例会ゲストスピーチ「相続セミナー」（漁野努様、岸本Y’s）



中村 誠司・香苗 夫妻 3月2日
とうとう20年の節目を迎えました。子宝にも恵まれ
賑やかすぎる家庭において子供の成長とともに
色々と物も増え僕の居場所が無くなって行くのを感
じております。家長の威厳だけは無くさないように
頑張っていきます。

島本 浩晃・洋子 夫妻 3月6日
今回で２９回目のアニバーサリーです。様々な出来
事があり、２９回というのが何か不思議なようにも
思います。あと１年、５年、１０年と無事迎えられる
ことを願っています。

井上 凉子 3月2日
６回目の廻り年。１２・２４・３６・４８・６０・７２。
それぞれの年に何をしていたか思いめぐらす。小学
校卒業・結婚・子供・親と別離・孫の誕生・今、じじば
ばのばば。次の周り年には何をしているかな？

天根 真奈美 3月6日
気の向くままに生きます。

石田 賢三 3月10日
最近、物忘れ、人の名前がすぐに出てこない、誰か
良い解決方法が有れば教えてください。そんな事
ばかり、言ってられません。健康で有り、自分の出来
る事から始め、、楽しみにしている次期三役をやりと
げたいと思っています。

松島 貴代 3月11日
今年で、47歳になります。結婚した翌年に主人が入
会させて頂き、皆さんのお陰で多くの事を学びまし
た。この3年間を振り返ると、私の人生が一変したよ
うにも思えます。これからも皆さんと楽しい日々を
過ごさせて頂き、先輩メネットさんの様に素敵な歳
を積み重ねていきたいと思います。これからもよろ
しくお願いいたします。

佐々木 啓恵 3月11日
昨年はまさに試練の年といった出来事がたくさん
ありました。
でも、止まない雨はない、明けない夜はないと、た
くさんの人に支えられて踏ん張ってきた一年でもあ
りました。
今年はたくさんの幸せな出来事に恵まれるように
と願うばかりです。
幸せやチャンスを見逃さないように毎日を大切に
頑張っていきたいと思います。

中西 康晴 3月15日
６8歳になりました。朝のジョギングで、お酒・ビー
ルを汗で流してがんばっています。

稲垣 康生 3月20日
43歳になりました。
まだまだこれからスタートする事が多いので頑張っ
て行きたいと思います。

井上 昭代 3月21日
ランチを始めたのでますます時間がありませんが、
仕事に子供の野球にがんばっていきます！

中村 香苗 3月30日
長男が無事、大学も受かり、次男は中学生に…と思
ったら1番下の子が小学校に入学します…。
小学生の子どもがいる親としては今12年目です。
上の3人の小学校のに入学式の写真をみると、自分
の姿が段々と衰えてきているのが…
4月の小学校のに入学式の写真を見るのが怖いで
す。

Happy Birthday

   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

 

  2日（木） 第一例会：メンバースピーチ 19時～ 日航プリンセス
   9日（木）              役員会 19時30分～ 三条ＹＭＣＡ
12日（日） 全国車いす駅伝大会サポート  　宝ケ池プリンスホテル
12日（日） YMCAリーダー卒業祝会  　　　　三条ＹＭＣＡ
16日（木） 第二例会：ゲストスピーチ 19時～ 日航プリンセス
18日（土）19日（日）  YMCAミニバスケット大会 

3月・4月の予定
4月の予定3月の予定

Happy Anniversary
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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。

編集後記　早いもので、おかげさまで、ブリテン委員会も残すところあと3カ月、メンバーの原稿が頼りの委員会ですが、やはり
返信が遅いのが難点何か良い方法はないものか、良い原稿、早い原稿には賞金、良くない原稿遅い原稿は、ニコニコを義務付
けるのは如何でしょう。（篠原）



２６日にしょうざんボウルにて京都部によるＣＳチャリ
ティーボーリング大会が開催されました。なんと各クラブ
よりメンバーやファミリーそしてゲストやら２０３名の登
録を頂き、５４レーン前面貸切で大いに盛り上がりまし
た。我々ウイングクラブもホストクラブという事で沢山の
メンバーが参加しお手伝いにプレーに頑張って本当に
お疲れだったと思います。
このチャリティーにより集まったお金は熊本復興の支援
金として使われるとの事。たぶん月曜日火曜日は足腰＋
腕の筋肉痛の方が多数おられると思いますが、その痛み
と同時に熊本への気持ちを今一度かみ締めて欲しいも
のです。
因みに総合成績はボチボチで大したことは有りませんが、
個人戦は谷口ワイズが２位でほか数名が飛び賞で・・や
っぱりウイングメンバーはタダでは帰りませんね！その後
もそれぞれ打ち上げ飲み会！やっぱりすぐには帰りませ
ん！（山岸裕明）

寒い上に雨という、ネパールチャリティーバザー当日でし
た。雨が降りしきる中、市村Y'sの診療所から三条YMCA
までベッドを担いで運びました。寒さ対策の厚着は意味
がなく、気付けば脱ぎに脱ぎまくってＴシャツ姿です。
あついと言えば、２階のバザー会場。オープンと同時に
流れ込んでくる人の波には、いつもの光景とはいえ圧倒
されます。
食べ物は、何を食べても美味しく、お腹いっぱい大満足
です。個人的には300円のカレーとナンのセットが絶品
で、特におすすめです。
私はサツマイモ、そうめん、米の販売を担当しました。季
節が違うからなのか、そうめんの売れ行きが悪く、声を張
り上げながらの販売でした。10束を家用に買って帰りま
したが、とても美味しいと好評でした。
参加できなかったメンバー、来年はお昼を食べに来て下
さい。
参加されたメンバー、お疲れ様でした。（青倉国士）
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京都新聞に掲載されました。ＹＭＣＡネパールバザー

【京都ＹＭＣＡ国際協力
　　チャリティーイベントサポート】
  

チャリティーボウリング。筋肉痛大丈夫？

【CSチャリティーボーリング】
  
日時：2月26日（土）場所：しょうざんボウル

２月の事業参加
日時：2月5日（日）場所：三条YMCA　
　

こんにちは、ウエルネス事業部で野外専任講師をしています谷美里です。
出身は愛知県一宮市（高速道路でよく渋滞する一宮ICのある場所です…！あとは
七夕祭りが有名！）現在私は京都市内に住んでいますが、愛知県の実家には両親
と兄、キャベツ君という名前の猫が1匹います。大学時代は滋賀県に住み、卒業後
1年間は実家で過ごしましたが、京都YMCAの入職と同時に関西に戻ってきまし
た。兄も海外へ留学やワーキングホリデーに出掛けたり、母が働きに出て、父が主
夫をしていたりと、それぞれが自由に生活している谷家です。
気付けばYMCAに入職して3年が経とうとしています。YMCAでの主な仕事は、週
末や子ども達の長期休みに行う野外活動（キャンプやスキー）の引率やその準備
と、プログラムに参加する子ども達と直接関わるリーダーの育成です。私は、身体
を動かすことや、自然の中へ出掛けることは大好きですが、不思議と今のお仕事
を始めてからプライベートでアウトドアをすることはほとんど無く、お休みの日は
どちらかと言えばインドア生活をしています。その分、子ども達やリーダーと野外
に出てプログラムをする時が、とても楽しい日々です。
みなさま今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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野外専門講師
谷美里さん
野外専門講師
谷美里さん


