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★クラブ会長主題
●今月の聖句

マタイによる福音書６章２０節から２１節

「協力＝強力」

●2月在籍者45名

●2月月間メイキャップ者数
●2月月間出席率 87％
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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
34名
0名
0名
1名
0名

第２例会
27名
0名
0名
4名
0名

冨は、天に積みなさい。そこでは、虫が食うことも、さび付くこともなく、
また、盗人が忍び込むことも盗み出すこともない。あなたの富のあるところに、
あなたの心もあるのだ。
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「協力＝強力」を旗印にして今期北川会長を微力ながらサポートさせて
いただいて８ヵ月が過ぎました。会長選考委員会の委員長として北川会
長を推薦したものとして任命責任を遂行中でございます。この副会長とし
ての役職は、初めての経験であり不安もありましたが、ゴールに向けて進
行しておりますのでこのままフィニッシュを迎えられればと考えております。
期首の７月１日にキンポクラブの２０周年記念例会に参加をいたしま
した。北川会長に「ハングルの挨拶」準備しとかなあかんでと伝えたら一生
懸命練習していただいて無事に本番を迎えておられました。そう言えば、
定番の浜省のカラオケも歌われていましたので良い交流が出来たと思い
ます。やはりＩＢＣを１５年も継続してきた賜ではないでしょうか。個人の
旅行とは違ってウイングクラブのＩＢＣ事業としての訪問であれば先方の
メンバー・メネットと可能な限り交流をするのは、とても大事なことだと再
認識いたしました。
今期は、ＩＢＣ担当三役として関わって参りました。台中グレートビジョ
ンクラブとの締結は次期７月になる予定で進んでおります。北川期か次期
の佐藤期かと検討を重ねました。先方の希望としては、一番たくさんの
方々が来て貰える日にしたいとの希望がありましたので現在、中村(誠)委
員長が奮闘中です。
まだ、引き継ぎには早いですが次期のＩＢＣ委員会はますます重要度
が増します。クラブの皆様の協力をお願い致します。きっと、強力な良いも
のが出来上がりますので・・・。
北川会長、各委員長、メンバー各位、３０th記念例会！　本当にお疲れ
様でした。感謝。

会　長 President 北川雅俊／Masatoshi Kitagawa
副会長 VicePresident 佐藤昌利／Masatoshi Satou・岸本伸也／Nobuya Kishimoto
書　記 Secretary 青倉国士／Kunishi Aokura・今村隆宏／Takahiro Imamura 
会　計 Accountant 石田賢三／Kenzo Ishida・宮谷佳宏／Yoshihiro Miyatani

岸本伸也☆国際会長（IP）
Henry Grindheim（ノルウェー）
主　題： "Friendship across the borders"
 “国境なき友情”
ｽﾛｰｶﾞﾝ： "Let us walk 
               in the Light - together."
 “ともに、光の中を歩こう”

☆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）
大野　勉（神戸ポート）
主　題：2022年に向けて「心身の健康づく

りから、クラブの健康づくりへ」
　　　　“Healthy mind & healthy body 

make healthy club”

☆京都部部長
竹園憲二（京都ZERO）
主　題：“Al Hands on Deck!”　
            それぞれの場所で、それぞれの力を
            尽くす。そして時には一つに合わさっ
            たら、もっと素晴らしいことが出来る
            と思います。

「副会長として上半期を振り返る」



日時：2月1日(木)19:00～21:00　司会：吉岡Y’s　場所：ホテル日航プリンセス京都　
プログラム：「新人メンバースピーチ」安藤Y’s 余Y’s 田中Y’s 
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2月の例会・事業参加
【第一例会】参加者：メンバー34名、ゲスト1名　

日時：2月15日(木)19:00～21:00　司会：佐々木Y’s　場所：ムーンバットビル７階　
プログラム：ゲストスピーチ「障害者と自立と社会参加を支える介助犬」
ゲストスピーカー　磯貝 歩美様、香村 真理乃様、介助犬 キャロル

【第二例会】参加者：メンバー34名、ゲスト4名　

【CSチャリティーボーリング】
　日時：2月25日（日）　場所：しょうざんボウル　

【京都YMCAネパールチャリティーバザー】
　日時：2月12日（月祝）　場所：三条YMCA　



   5日（木） 第一例会：100人例会 18時半～ 日航プリンセス
   7日（土）　　　第14回JOCSウォーカソン 13時30分～  鴨川堤防
12日（木）              役員会 19時30分～ 三条ＹＭＣＡ
21,22日（土日） 第二例会：ファミリー例会   リトリートセンター
22日（日） リトセン夜桜フェスタ 15時～ リトリートセンター

 

  1日（木） 第一例会：メンバースピーチ 19時～ 日航プリンセス
  8日（木）              役員会 19時30分～ 三条ＹＭＣＡ
11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
11日（日） YMCAリーダー卒業祝会  　　　　三条ＹＭＣＡ
15日（木） 第二例会：100人例会 18時30分～ 日航プリンセス
17日（土）18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
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BACK◀ TO
THE BULLETIN 過去のブリテンを振り返ってみました

「YMCAへの提言。」（1993年4月号　田中光一Y’s）

　ワイズに出会って15年になりますが、YMCAの正会

員になったのは、昨年のことです。どうして十年もの間、

Yのすぐそばに居たにもかかわらず、しかも、ワイズには

首まで浸かっていったにもかかわらず、どうしてYに対し

てはあまり積極的になれなかったのでしょうか?

　パレスクラブに入会したころは、ワイズですら満足に参

加できず、維持会費を払っていれば十分と思っていたこ

と。そして、「Yとワイズは、適当な距離を置くべきなの

だ。」と言う意見を聞いて、（それはその通りなのです

が、）それを自分がYに対して楽に関わる大義名分にし

てしまっていた事が原因のようです。

　最近、Yの行事や、その企画運営に参加するようにな

ると、そこでは大勢のワイズのメンバーがいきいきとして

活躍している姿を見ることができます。以前、それほどY

に対して積極的ではないと思っていた人達がまさしくY

の一員となっているのを目の当たりにして、私には多少の

ショックがありました。奉仕の主体は個人だ、などといっ

ていながら、1番身近なYへの関わりはクラブに任せきり

で、自分が主体となって行動した事のない事に気付い

たからです。また、行事の準備段階から参加するように

なって、心地好く感じた事は、リーダー、OB、OGの関

わり方です。気負うこと無く、さわやかで、理屈抜きにY

が好きではYを助ける。いい感じです。が、我々Y経験

のないワイズとのギャップが気になります。それは致し方

のないことですが、個人としてYのお手伝いをするときは、

ワイズを忘れ、Yの一員として行動する方が、互いに楽し

第6期（1993）のブリテンでは、「翼の論壇」というコー
ナーがありました。毎月、「ホットで社会性のある」（とい
う言葉にも時代を感じますが）テーマを選んで、それを
4名のメンバーに真摯に書いてもらっていたようです。
そういうブリテンもおもしろいですね。

・現代社会における人権とは
・地球への優しさ、あなたは何ができますか。
・こんなもんいらん!!
・プロフェッショナリズムとアマチュアリズム。
・ブリテンを斬る
・私が、ワイズをやめるとき。
・今年、あなたは政治に何を求めますか。
・ワイズは、ビジネスチャンスか!!
・ワイズメンはコダワル!!私のコダワリ論
・私が結婚出来ない理由。
・ワイズとウイング　Q&A

く、自然な協力ができるようです。たまにYからウ～ン?

と感じる要請があったりするのは、案外気負ったワイズメ

ンのなせる技なのかもしれません違っていたらすいませ

ん（違っていたらすいません）。

　高慢な理想を掲げたYMCA運動ですが、その理想

の実現のために大きな資金が必要なことも事実です。

それが、寄付金だけで賄えないために、収益事業がY

の事業の大きな部門を占めることとなり、YMCAといえ

ば予備校か英会話、というような認識になります。英会

話やホテル、社会体育学科等はYの得意分野、Yらしさ

も出せましょうが、予備校や、塾というのは、特に最近の

教育の在り方からするとYには似合わないという気がしま

す。日本の税制から企業の寄付が難しいとすれば、税

制を変える努力をしてはどうでしょう。Yの精神を伝える

主事さん達が、その能力の大半を収益を得るために費

やしているとすればそれほど無駄なことはありません。ワ

イズとしても自身の献金も大切ですが、Yの本来の目的

を広報しつつ、資金集めの輪を広げる活動も必要でな

いかと思います。“ワイズメンへの提言”でした。

他にもこんなテーマで執筆されてました。

編集後記　過去のブリテンを読んでみるといろいろ試行錯誤されていたのがよく分かります。そして、スマホの普及が執筆にも
影響を与えているのだろうなと思いました。（天根）



中村 誠司・香苗 夫妻 3月2日
3月2日はサニーの日で覚えやすいなーと結婚当初
は思っていたのですが、よく考えると日産サニーに
は乗った事もなくあまり縁もなく、いつの間にか製
造廃止になっていました…
うちの結婚記念日は廃盤にならないように頑張り
ます（笑）

森本 賴和・智子 夫妻 3月22日
実は僕、今の奥さんと一度、離婚してるんですょ！だ
から、今月はアニバーサリーでは無いんですよねー。
僕の記憶では確か４月に入って、再入籍したので、
次回から４月のアニバーサリ～でお願いしたいの
と、あと、ウチの娘がヘッドハントされてランクの上
の会社に入ったのに、落ち込んでいます。なぜかと
いうと、辞める立場なのに、今の会社の上司をはじ
め、同僚が別れる事を悲しんでくれて～。ドライな
業界なのに～あまりにもいい人らしくって、日々泣
いてるそうなので、今から元気づけに東京まで迎え
に行く、新幹線の中です。僕自身、勝手気ままに生き
てますが、娘を通じて、人の温かみに触れられて、良
い人生です！終。

井上 凉子 3月2日
ひでや工房、じじあんどばばで毎日忙しくしていま
した。４月からひでや工房だけになるので自分の
時間が出来ます。又、いろいろチャレンジして楽しも
うと思ってます。

天根 真奈美 3月6日
新しいことを始めます。子どもたちにカッコイイ大
人と思ってもらえたら幸せだなあと思っています。
大人になる事を楽しみに希望を持って羽ばたいて
欲しいなあ。

石田 賢三 3月10日
７２歳。。えっ！自分でもそんな歳になったのかと思
います。頑張らなくっても適当にやっていければい
いと思っているのですが、なかなか、ゆっくり出来な
いのが現実です。これからは、何事にも有るがまま、
なすがままの自然体でやっていければいいと思っ
ています。

松島 貴代 3月11日
今年で48歳になります。
最近年のせいか、健康の事と両親の事をよく考えま
す。家と仕事を理由に、体のケアと両親への気配り
を疎かにしていたと反省しております。
今年からは時間を作り、運動をし、親孝行をしてい
こうと思います。

中島 あつ子 3月11日
病後の経過も良く、先月にはドイツとフランスに行
くことも出来ました。健康って良いですね。感謝です。
お琴にふれる時間がとっても幸せに感じ、７０歳を
楽しんでいます。

佐々木 啓恵 3月11日
健康第一に変わりはありませんが、子どもたちの活
躍を見ていて、失敗を恐れないチャレンジ精神もい
つまでも持ち続けなければいけないなぁと反省…。
また新しい一年を精一杯頑張りたいと思います！

中西 康晴究めて健康 3月15日
3/15で69歳です。健康で過ごすために朝のランを
続けています。
冬季はつらいです。体に鞭うってがんばれ　あ～さ
む！

稲垣 康生 3月20日
2月27日の昼頃禁酒をしようと決意しました。
夕方家に帰ってジュースを飲もうと冷蔵庫を開けた
らまず目に入ったのがビールでした。そしてそのま
ま他のところに目を向けるとシューマイがありまし
た。禁酒を早速辞めました。

井上 昭代 3月21日
２１日で４５歳になります。４月から私達夫婦は手
打ち蕎麦屋として頑張ります。挑戦の１年となりま
す。

中村 香苗 3月30日
毎年、３月の結婚記念日・誕生日の原稿を・・
と言っていただき、また色々なお店のダイレクトメ
ールでお誕生日の割引などを案内してもらい、おか
げさまで結婚記念日も誕生日も主人や子供たちに
も忘れないでもらえています。
ただ自分の年齢が、何歳になったのか、はっきりわ
からなくなってきました。
もうだいたいでよいかな～

Happy Birthday

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。


