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★クラブ会長主題 「協力＝強力」
●今月の聖句

外から人の体に入るもので人を汚すことができるものは何もなく、
人の中から出て来るものが、人を汚すのである。
マルコによる福音書７章１５〜１６節

☆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 Yʼs Movement"
“ワイズ運動を尊重しよう”
ｽﾛｰｶﾞﾝ："Solidify the Yʼs 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。

「京都ＹＭＣＡリブランディング、ワイズメンと共に」 京都ＹＭＣＡ活動委員会

船木 成一様
日本ＹＭＣＡがステークホルダー視点で愛され
るＹＭＣＡ、選ばれるＹＭＣＡを未来に求め。
リブラ
ンディングを提唱し、
ブランディングプロジェクトが立
ち上がりました。
アンケートによる現状把握、
あらゆる
角度から現状を分析し、愛されるＹＭＣＡ・選ばれる
ＹＭＣＡになろうと方向性を見出してまいりました。
２０１７年10月より日本全国のＹＭＣＡロゴ及びスローガンの統一が行
われ、
オールジャパンＹＭＣＡは統一された新しいブランドコンセプトを基
軸に
『みつかる。つながる。
よくなってゆく。
』
をスローガンとし、
オールジャパ
ンＹＭＣＡは貴方にとって心地よい居場所となるよう新たなスタートを切り
ました。
京都ＹＭＣＡに於いても統一ロゴ・スローガンを掲げ愛され求められる京
都ＹＭＣＡを目指します。
このプロジェクトの第一段階とし、京都ＹＭＣＡ活
動委員会に於いて京都のワイズメンズクラブの皆様にこのブランディングの
説明にお邪魔し、一人でも多くのワイズメンにご理解いただき協力を頂きた
いと思っております。
皆様、貴方の友人知人から
「ＹＭＣＡって何してるところ？」
と問いかけら
れた時、何と答えますか？私は・・あなたのしたい何かが見つかるよ！そしてさ
まざまな人とつながりを持てるし、
しだいに自分自身が善くなって行く事を感
じる事の出来るかけがえのない場所なんです。
と答えてみました。
うまく伝わ
らなかったのですが、京都ＹＭＣＡはそのような心地よい居場所で有るべき
だと私は改めて思いました。
ワイズメンの皆様にお願いしたい事は、
自分自
身がＹＭＣＡで有る事を今一度胸に刻んでいただき、愛され求められ、居心
地の良いＹＭＣＡ作りを行うために、一人一人のワイズメンが『みつかる。つ
ながる。
よくなってゆく。
』
を実践頂かないと成し得ないプロジェクトです。Ｙ
ＭＣＡに集う人々が支援したくなるＹＭＣＡ作りを皆様とめざして行きたい
と思います。皆様のご協力よろしくお願いいたします。Yʼsly
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●3月在籍者47名
メンバー
メネット
コメット
ゲスト
ビジター

第１例会
35名
0名
0名
4名
0名

●3月月間メイキャップ者数
●3月月間出席率

0 pt
●BFポイント 切手
現金
0円
3月分
●ニコニコ 3月分
31,400 円
●ファンド 3月分
0円

第２例会
36名
3名
1名
12名
0名
1名
89％

累計
0 pt
累計
0円
累計 123,400 円
累計 495,505 円

4 月の強調テー マ

YMCAサービス
ASF

YMCAと共に互いの立場と責務を理解し“明

日のリーダーを今日育てる”若者（ユース）
の為のワイズであろう！

山川新一 Yサ・ユース事業主任
（京都めいぷる）

３月の例会・事業参加
【第一例会】参加者：メンバー３５名、ゲスト４名
日時：3月1日(木)19:00〜21:00
プログラム：Yサアワー

場所：ホテル日航プリンセス京都

「YMCAブランディング」

【第二例会】参加者：メンバー３６名、メネット４名、コメット１名、ゲスト１２名
日時：3月15日(木)19:00〜21:00
プログラム：松本匡史氏

司会：木下Yʼs

特別講演

【全国車いす駅伝サポート】
日時：3月11日（日）

場所：宝ヶ池プリンスホテル

【YMCAリーダー卒業祝会】
日時：3月11日（日）
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場所：ホテル日航プリンセス京都

場所：三条YMCA
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【YMCAミニバスケットボール大会サポート】
日時：3月17・18日（土・日）

BACK◀
「心のスタミナ」

TO
THE

場所：横大路体育館

BULLETIN

（2005年8月号

今村隆宏Yʼs）

京都ウイングワイズメンズクラブに所属しているメンバ
ー全てが、同じ気持ちでEMCを考えたとき、なぜメンバ
ー増強が必要かを考えたときに、各個人が入会してか
ら今日までを振り返ればどうでしょう。あなたは誰かに、
このワイズメンズクラブを紹介され、入会することができ
ました。そして、在籍歴によって、かなりの違いがあると
おもいますが、色々な人と出会い、影響を受けたと思い
ます。そして今もこのクラブに在籍している。色々なこと
を犠牲にしてもクラブにいるということは、それだけの価
値があるからではないでしょうか？今期の会長標語は
【もう一歩前に】
という事は、自分の行動力によって、そ
の価値はかなり大きくも小さくもなると解釈しています。
入会してからの年月ではなく、どう関わってきたか？だと
思います。生活環境が異なり各事業に参加できない方
もおられるとは思いますが（私を含めて）努力しましょう。
無関心ではなくその時間を作る事を考えましょう。その
価値をより大きなものにする為に！
そして私を選んで頂いたスポンサーに感謝しておりま
す。また私がスポンサーをした方にも感謝をして頂いて
いる。できるだけ自分の人脈の中でこの素晴らしいワイ
ズメンズクラブを知って頂き、新しい出会いを目指してほ
しいと思います。人生には色々な出会いがあり、そして
常に成長することに喜びを感じ、それを他人に伝えたく
なる。
（某ワイズメンは常にベストスコアーが出ると伝え
て下さる）私はこの某ワイズメンをウイングクラブに紹介
した頃から、少し前に歩けた気がする。それは多分責任
と信頼のなかで人間関係が深まり、そして影響し合える
仲間がもてたからだと思います。
今までスポンサーをされていない方は是非、自分の
為にして下さい。今までゲストを連れてこられていない
方は、自分も頂いた様にチャンスをあげて下さい。

過去のブリテンを振り返ってみました
「心のスタミナ」って知っていますか？物の時代から心
の時代になった今は、心にスタミナのある人が自分の道
を切り開いていけるのはないかと思います。心にスタミナ
を持つためには、良い環境を作る事も大切、よい人とめ
ぐり会う事も大切、より仕事をする事も大切、よい家庭を
作る事も大切です。これらの事を自分で多く作れること
が心のスタミナを維持させる秘訣だと思います。

EMC「メンバー増強」考えて

（2002年12月号

吉岡毅Yʼs）

今、メンバー候補が必要ですか？と言われたら皆さ
んはどのように答えられますか。多分大半のメンバーの
方は絶対に必要と思われるでしょう。でもメンバーの中
でスポンサー経験をされていない現状がここにあります。
「まあ自分がしなくても、他のメンバーに任せておけば
ええやろ」と単純な気持ちで思っておられないでしょう
か。一度前向きに考えていただき職種の違った友人や
信頼おける友達を誘っていただけたらと思っております。
又ワイズを通して交流し、コミュニケーションを計り大勢
の人々にYMCAやワイズの事業を共に関わってもらい、
少しでも共有の部分を分かち合うことが大切です。
今期ウイングクラブ15周年記念事業や韓国金浦クラ
ブとのIBC締結が行われます。活気があってレベルアッ
プする時期でもありますので、何事もの本気であり続け
ることが大切だと考えております。そして例会に対しても、
在籍している以上月2回の出席はもちろん、無断欠席
を無くし、例会でのレベルを高め、常に緊張をもち出席
することができるように考えていきたいと思っております。
今期一名の入会者と二名の入会予定者があり、私自身
もクラブとしても友が増えることは嬉しいことであります。
是非スポンサー経験ない方も、今期こそメンバー候補
の御紹介をお願い致します。
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Happy Anniversary

Happy Birthday
中村 彰利

4月1日

42歳になり、
まぎれもなく中年世代を生きています。
どうせなら、中年を嫌がらず受入れ、中年世代を愉
しみたいと思っています。
ですので、諸先輩の皆様、
中年の愉しみ方をどうかご教授ください。よろしく
お願いします。

山下 功二

4月3日

いったい今年で何歳になるか？忘れてしまい、年を
数えなおしております。
気持ちはまだまだ若いのですが、体は正直。体に気
を付けて楽しく1年間過ごせるようにしたいと思い
ます

山田 祐輔・あずさ 夫妻 4月6日

今年で9年目になります！
家庭も仕事もまだまだ落ち着かないですが、今年
も頑張ります！

稲垣 康生・有美 夫妻 4月8日

結婚して18年！
当時は子供達に卓球をさせるとは思ってもみませ
んでしたが、今では、葵は卓球三昧！昂太郎・芽唯も
週4回、頑張っています。
将来、卓球で学んだ精神を何かの役にたててもら
えば嬉しいです。

中村 彰利・めぐみ 夫妻

4月11日

バースデー・アニバーサリーは、
篠原 寿一 4月12日
9周年を迎えます。ほぼ家に寝に帰るような生活が
ウイングクラブに２８歳で入会して２９年４月で 続いていますが、
しばらくこの状況が続くようです。
メンバーのみの公開となります。
５８歳になります。
それでも共に過ごしてくれる家族に、
この一年も感
還暦なんか、他人事と思っていまたが、あと２年い 謝し続けたいとおもいます。
つまでも若く見られるように頑張ります。

中村 裕一・麻里 夫妻 4月19日

藤田 寿男 4月18日

７０代のステージに上がってから早や１年。
この年
になっても毎日
「あ〜忙し！」。時間がほしい。
火星は地球よりも一日が４０分ほど長いので、
しば
らく火星人にでもなるか。けど１年で１０日分しか
稼げへんなぁ。(暇そうなおっさんの考え)

田中 富基 4月29日

今月で６３歳になります。前職の定年退職時、殆ど
の人が継続雇用を選びましたが、私は外に出て自
営業者で充実しています。
メンバーは自営の方が
多いので新鮮でした。他のクラブにも仲間が出来
た今は客観的に見れて落ち着きました。

結婚27年目です。お互いボケが始まってる気がしま
すが、頑張ります。今年はお互いが大好きな画家の
クリムト氏没後100年目なので、夫婦揃ってウイー
ンに絵画『kiss』を見に行くのが一大行事です。

井上 英也・凉子 夫妻 4月21日

共に元気で結婚50年を迎えられました。なにはとも
あれ50年はすごいと自分でも思っています。
これか
らも元気に。

4月・5月の予定
４月の予定
5日（木）
7日（土）

12日（木）
22日（日）
22日（日）
30日（月）

第一例会：裁判例会

第14回JOCSウォーカソン
役員会

第二例会：ファミリー例会
リトセン夜桜フェスタ
サバエ開設ワーク

18時半〜
11時〜

19時30分〜

16時〜

日航プリンセス
鴨川堤防

10日（木）

第一例会

17日（木）

５月の予定

役員会

24日（木）

第二例会

三条ＹＭＣＡ
リトリートセンター 27日（日）

かもがわチャリティラン

ウイズキッズ病院コンサート

リトリートセンター

19時〜

日航プリンセス

19時〜

日航プリンセス

19時30分〜

11時〜

三条ＹＭＣＡ

鴨川堤防

府立医大

サバエキャンプ場
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