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森本賴和／Yorikazu Morimoto
今村隆宏／Takahiro Imamura・天根静也／Shizuya Amane
木下敬悟／Keigo Kinoshita・錦織秀臣／Hideomi Nishikiori
岸本伸也／Nobuya Kishimoto・上田敦／Atsushi Ueda

★クラブ会長主題 「C O R E に な る 時

それは今」

●今月の聖句

人にしてもらいたいと思うことを、人にもしなさい。
ルカによる福音書

☆国際会長（IP）
Jennifer Jones(オーストラリア)
主 題： "Building today for a better
tomorrow"
“より良い明日のために今日を築く”
ｽﾛｰｶﾞﾝ："On the MOVE!!"
“さあ動こう!!”
☆アジア地域会長（日本）
田中 博之（東京多摩みなみ）
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）
戸所 岩雄（彦根シャトー）
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」

時期に向けて
先月から森本会長期が始まりました。

6章31節

副会長

天根静也

当然のごとく自分も次期会長になりました。最初ウイングに入った頃は「どう

してそんなに早くから次々期の会長まで決めておくのだろう？」
と不思議に思
っていましたが、今はその有り難みがよく分かります。
自分が2年後に会長に

なる、今は「もう来年の今頃は会長だ」
と、誰に言われなくとも自分が意識でき

るということはとても大事なことだと思っています。

心配性の私は実はもう昨年末には根回しというか34期に向けての体制作

りの声掛けを始めていました。
「まだそんな早くから動かなくても」
って言われ
ましたが、
きっと安心が欲しかったのだと思います。

しかしそれ以降、特に5月から6月にかけては、前期書記をしていたというこ

ともあり引き継ぎのことでいっぱいいっぱいでした。
そして最近やっと落ち着
いてまた考える時間の余裕を持てるようになりました。

☆京都部部長
島田博司（京都ウエスト）
『限界を超えろ！
〜 Yʼs Power？ No Limit！〜 』

でも、実際に自分が次期会長になって分かったことは、
「今期の森本期を副

会長として支えずして次期は何も始まらない」
ということでした。今期の森本

期を盛り上げていこうとみんなで頑張っている中で自分だけ次期のことを考

えているようでは、それこそ来期誰一人自分のことを支えてくれないだろうな

ってよく考えみれば当たり前のことなんですねけどね。

ということで来期のことはちょっとしばらく棚上げにして今期の森本期をみ

なさんと一緒に盛り上げていこうと思います。一緒に頑張りましょう！

そして手始めに私はとりあえず、いつもだらだらと長くなってしまう乾杯の

挨拶をもう少し手短に話せるように心がけます（汗）。
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Youth
Activities

ユースの未来にﾜｲｽﾞﾒﾝが描けるよう、ＹＭ
ＣＡの活動を通じて、あらゆる機会のユー
スの可能性に手を差し伸べよう

荒川恭次Y･サユース事業主任
（名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽｸﾗﾌﾞ）

7月の例会

第１例会

日時：7月4日(木)19:00〜21:00 ホテル日航プリンセス京都
司会：山岸ワイズ プログラム：キックオフ例会「総会」
第32期報告、第33期事業計画・予算など
森本会長による開会点鐘、３３期例会が始まりました。森本会
長のカミングアウトは驚きましたが、人はそれぞれいろんなこ

とがあると思います。
さて私は去年１１月に入会したのでキッ
クオフ例会は初めてでしかも総会の議事進行も初めてでお話
されている議事内容は申し訳ないですが緊張のあまり頭に入

っていなかったです。議事進行を台本通りに間違いなくという
思いで一杯でした。恥ずかしながらまだ先輩方の顔と名前が

朧気にしか理解出来ていなかったので議事進行中に挙手され

ても
「・・・」
ということもあり大変失礼いたしました。今後は積極
的に例会やワークを通じて自分の出来ることを活かして所属

する委員会の先輩方に教えて頂きながら、成長に生かして行

きたいです。
（松井敏文）

第２例会
台風通過後の雨の中、納涼例会が開催されました。

会場の広さも60名ほどが入るにはちょうど良く参加メンバーが
一つとなって楽しい時間を共有できました。

森本会長のユニークな会長挨拶から始まり、天根次期会長の

これまたらしい挨拶と乾杯でスタートしました。

オールディーズの曲に乗り、
ウイングが10年ほど以前に戻った

ような山岸委員長の企画で生バンドによるメネットの歌あり古

希メンバーのデュエットありとおおいに盛り上がりました。舞台

で歌われた方ご苦労様でした。良かったです！

今回の一番の目玉はやはり石田ワイズと中西ワイズの「上を
向いて歩こう！」
でした。

懐かしい限りで、亡くなられた中村弘二さんも一緒に歌ってお

られたのを思い出しました。

そのあとのクイズも子ども達も大人も一つになって頭をひねり
楽しめました。

森本会長ご夫婦、佐藤直前会長夫婦のチィークダンスのぎこ

ちなさも笑えました。

楽しい納涼例会を企画いただいた山岸委員長以下ドライバー
委員会の皆様ご苦労様でした。
（谷口豊）
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日時：7月27日(土)18:30〜21:00 ジョニーエンジェル
司会：山岸ワイズ プログラム：納涼例会

7月の事業参加
サバエ夏季開設準備ワーク

日時：7月7・14日

場所：サバエキャンプ場

アジア太平洋地域大会
日時：7月19~21日（金〜日）場所：仙台国際センター

快晴！と言うか、暑すぎ！
！さすが晴れ男、森本会長。
メンバーは

西野Yʼsがマーシャルスタッフとしてご活躍されました。
また、

されるメンバーも頑張ってください。
（青倉

流をされました。

大汗かきながら頑張りましたがさすがにバテました。来週参加
国士）

IBC委員会のメンバーの方が台中グレートビジョンクラブと交
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Happy Birthday
西野健次

8月1日

青倉智子

また今年も誕生日を迎えられる事に感謝。

8月16日

分け目を変えたら…いつの間にか白いのがピョンピョ

後悔先に立たずとはよく言ったもので、
この年齢になる

ン主張してきてます。子どものテスト結果が思わしくな

やっとかないと・・という思いが多くなり今迄以上に公私

けど。

と職業人としてのこの先を考えるとやり残し？や、もっと
を充実させたくなってきて、結果的に偉いことになって

ます（笑）

業界でのお役目も増えて、
ウイングの活動も今までのよ

うに参加が叶わなくなってきてますがウイング愛は心か
ら溢れ出ています⁉

8月1日は八朔の日。。
この日に生まれた人生53年、今更

ながら感謝を思い出しながら自分が楽しむことが一番

を最優先に自分勝手な生き方をしていこうと思います。

上田亜季

いから‼じゃなくて、そういう歳なのだと。認めたくない

長谷川卓哉

8月18日

今年で37才になります。

残り少なくなった30代を全力で駆け抜けたいと思いま
す。

安藤他人 8月19日

8月19日で47歳になります。

日々の生活に追われっぱなしですが、子供が小学校に

8月4日

先日痛ましい事件で多くの有望な人達がお亡くなりに

行き出して、毎日元気で登校する後ろ姿を見て幸せを感

じる今日この頃です。

なりました。子供達にも大きな影響を与える様な素晴ら
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。
よろしくお願い申し上げます。

しいアニメを作られていたそうです。好きな事を極めよ
うと情熱を持ってお仕事をしている若い人達がますます

輝けるような、そして子供達がそんな姿を見て憧れられ

る様な世界を作るにはどうしていくべきか考える年にし
たいと思います。

岸本伸也

山田祐輔

8月21日

今年で34歳になります。仕事もワイズも全力で取り組む

所存ですので、
メンバーの皆様、今年も1年間よろしくお
願い致します！

8月12日

58歳になります。2年連続で引越をして大阪から通勤を

してます。サラリーマン時代とは違って余裕を持って出

勤してます。さすがに、帰りは最終電車の時間を気にし

て飲むようになりました。

佐々木貫二 8月26日

今年で45歳になります。

腰、膝、肘、肩痛に二日酔いも昼まで残り、初老の始まり

ですかね？

まだまだ若さある見栄えでいたいので、
これからの1年
の目標５キロ痩せます。

森野真由美 8月15日

8月で53歳になりました。長女も4月から社会人に、次女

も大学3回生になり、少し自分の時間もとれるようになり

ました。私自身も、
これから旅行やゴルフを楽しむ時間
を作っていけたらいいなぁと思ってます。

来月ぐらいからかなぁ

木下敬悟

8月28日

7回目のバースデイ原稿です。

とにかく、土用の丑の日と書記の責務を果たせるように
頑張ります。

8月・9月の予定

8月の予定
1日（木）

8日（木）

22日（木）

第一例会：Ｙサアワー

役員会

第二例会：京都部公式訪問

24・25日（土・日）青い空と白い雲のキャンプ

19時〜

19時〜

19時〜

8時30分〜

Ｈ日航プリンセス

三条ＹＭＣＡ

9月の予定

1日（日）
8日（日）

第一例会：京都部会

15時〜

役員会

19時〜

リトセン秋季準備ワーク

Ｈ日航プリンセス 11日（木）
サバエキャンプ場 15日（日）

サバエ秋祭り

19日（木）

11時〜

第二例会：メンバースピーチ 19時〜

京都ホテルオークラ

リトリートセンター
三条ＹＭＣＡ

サバエキャンプ場

Ｈ日航プリンセス

編集後記
湿度の高い不快なこの時期、なんとなく体がだるい方もおられるのではないでしょうか。仕事の疲れや飲み会な
どでの睡眠不足、不規則な生活からの体調不良。たまにはゆっくり休む日も必要かもしれません。
（第33期ブリテン委員長 青倉国士）
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