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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
●今月の聖句

それは今」

わたしは、他人の金銀や衣服をむさぼったことはありません。
ご存じのとおり、わたしはこの手で、わたし自身の生活のためにも、共にいた人々のためにも働いたのです。
あなたがたもこのように働いて弱い者を助けるように、また、主イエス御自身が『受けるよりは与える方
が幸いである』と言われた言葉を思い出すようにと、わたしはいつも身をもって示してきました。
使徒言行録 20章 33〜35節

☆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」

☆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！〜 』

少子高齢化社会だそうです。

９月１日に京都１８クラブが集まり開催された京都部会で，
「自クラブの
今後，５年先，１０年先の将来像」
と題し各クラブ会長から発表がなされま
した。
多くのクラブは「メンバー高齢化とともにメンバー数増加に腐心している，
その対策として若年層の新メンバーの勧誘を行いたい」
と発表するなか，
ウィング森本会長からは，
「今期，新入メンバー３名をいきなり委員長に抜
擢することで新人委員長を他のメンバーにバックアップして貰おうと考え
た。新メンバー勧誘も大事だが現在のメンバーを大事にすることが大切だ
と思う」
と他クラブとは異なる独自性のある発表をなされました。
ただ，おそらく会場から最も支持を集めたのは，京都ゼロクラブの坂口バ
ネッサ会長の発表だったと感じました。バネッサ会長は，
「私事ですが」
と前
置きし
「５年〜１０年先は母国フィリピンでオーガニック農業をしたい」
と
発表し，会場から
「それは，本当に私事（わたくしごと）
だ」
と温かい笑いを
誘ったうえで，
「今期，会長になってから睡眠不足になるくらいクラブのこと
をしているが，
日本のワイズメンズクラブの奉仕を通した学びのシステム
は本当に素晴らしい。
このシステムを母国フィリピンに持ち帰れば，かなら
ずフィリピンでも成功すると確信している」
との将来構想を述べ，会場から
大きな拍手を受けられていました。
メンバー数増加や平均年齢若年化（若
返り）
そのものが目的なのか，いや，
クラブの奉仕活動・プログラムの更な
る充実・発展のためにメンバー数増加が必要だったのではないか，魅力的
な新たなプログラムを掲げ進めることが重要ではないか（メンバーの維
持・増加は後からついてくる）
と思い起こさせてくれた点が，バネッサ会長
に対する大きな拍手の理由と感じました。
DATA OF SEPTEMBER
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書紀：錦織秀臣

●9月在籍者46名
メンバー
メネット
コメット
ゲスト
ビジター

第１例会
28名
0名
0名
0名
0名

●9月月間メイキャップ者数
●9月月間出席率

●BFポイント 切手
現金
9月分
●ニコニコ 9月分
●ファンド 9月分

0 pt
0円
9,000 円
0円

累計
累計
累計
累計

第２例会
35名
0名
0名
5名
0名
0名
87％

0 pt
0円
28,000 円
0円

1 0 月の強調テー マ

BF
EF

国際協会の一員であることを認識し、BF/EF
の目的を理解した上で積極的に協力しまし
よう。

前田香代子国際･交流事業主任
（熊本ｼﾞｪｰﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ）

9月の例会

【第一例会】第23回 京都部部会
参加者：メンバー28名
日時：9月1日(日)15:00〜 場所：京都ホテルオークラ

【第二例会】
参加者：メンバー35名、ゲスト5名
日時：9月19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：メンバースピーチ
京都部会に全員集合

京都部部会が京都ホテルオークラで開催されました。

「この人にしか話せない

とは違って少し緊張しました。

本日は、今期初めての入会式が行われて、２名の新しいメン

1年後自分が舞台で会長として立っているのだなと思うと例年
会の方は例年のごとく進んていったのですが、今年は各会長

が自分の5年後10年後のビジョンを発表するというコーナー

がありました。
「いろいろな状況のクラブがあるのだなあ。
ウイ

ここだけのお話！」

中村（裕）Yʼs、上田Yʼs、河原Yʼs、今村Yʼs

バーが加わり48名になりました。例会には、京都部EMC主

査の山下大輔様が来られました。
メンバー候補のゲストも２

名も来られ、今期中にメンバー数50名の大台突入か！
ングクラブはやはり恵まれたクラブなんだなあ。
」
と思いました。 メインプログラムでは、
メンバースピーチでお題は
「この人に
いろいろな会長の発表の中で、森本会長の「若いメンバーを
しか話せない、
ここだけの話」
で中村裕一ワイズは会社で雇
積極的に役職に登用する」
という意見は他のクラブの方々も
深々と頷かれている方が多いように思えました。
日頃自分のク

ラブの中だけでワイズのことを考えているだけでは気づかな
いことにいろい気づくことが出来ました。

そして、今回は青倉Yʼsと私は他のウイングのメンバーとは違う

テーブルでした。私の隣が奈良ワイズメンズクラブの方でこれ
はいい機会だと思い名刺交換をさせていただいたのですが、

その方も普段は箕面にお住まいの方でした。
「リーダーの頃か

らのご縁で…」
と話されていましたが、境遇が似ている人が他

のクラブにもいらっしゃるんだなと思ってちょっとうれしかった

です。奈良クラブにも一度お邪魔したいなと思いました。
（天根
静也）
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用している外国人社員のお国別の特徴と権利は主張するが

義務を果たさないと雇用の難しさの話をされて、上田ワイズ

はストーカー被害者男性の事案で加害者は女性ではなくて
ニューハーフで女性と男性の二面性での苦労話をされて、

河原ワイズはお通夜やお葬式での恐怖の体験談を稲川淳
二ばりに話されました。
怖ぁ！

今村ワイズは30年前の入会当時の仕事とワイズライフとの
両立の苦労話で、仕事はスーパーの新事業展開で競合他社

との戦いから、独自のこだわりスーパーへの展開へとシフト
し、私とは業種は違うがとても良い話でした。
（山内達也）

9月の事業参加

新メンバー入会 !!

リトセン秋期準備ワーク
日時：9月8日（日）場所：リトリートセンター
台風が来るのではないかと心配しましたが、
さすが晴れ男森本会長！
ただ、蒸し暑過ぎです。
参加人数も少なく、なかなか過酷なワークでした。
（青倉国士）

9月第２例会で２名の新メンバーが入会しました。

西野Yʼsスポンサーの岡山聡さんと余Yʼsスポンサーの岩
本直己さんです。

サバエ秋祭り

中西 Yʼ s 古希のお祝い会

日時：9月15日（日）場所：サバエキャンプ場

Y
M
C
A

9 月2 1日に石 堀 小 路

KOI-KOIにて中西Ysの
古 希 のお 祝 い の 会 が
開かれました。

職員さん紹介

奥様の嬉しそうな顔と

中西Ysの恥ずかしそう

な顔がとても微笑まし
かった会でした。

（青倉国士）
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Happy Birthday
安藤 織帆

Happy Anniversary
奥村 賢三・暎子 夫妻

10月11日

10月6日

なんと結婚して48年になりました。金婚式まで生きたいもの

早いもので、子供が小学生になりました。

子育ては親育てでもあると感じた7年間でした。

です。あと2年です。73才のバースデーも終わり今だに暴飲暴

目標に日々努力したいと思います。

つも腹を叩かれ「これなんやええかげんにしーや！
！」

子供の成長を見守り、楽しみながら、自分のステップアップを

西沢 いずみ

食の毎日でウエスト110cm。痩せる努力も出来ず嫁さまにい

と叱られる日々。あと何年生きられるかな〜？

10月16日

今月16日が誕生日になります。今年2月に長男に男女双子の

松島 正雄・貴代 夫妻

そして来年1月上旬には長女の出産を迎えます。

が増えました。

初孫が生まれました。

10月14日

結婚6年目を迎えます。最近、私も妻も病院にお世話になる事

3人目の孫になります。孫たちの成長を楽しみにする毎日です。 とは言っても、さほど大した病も有りませんが、お互いが健康

山岸 もとえ

で生活が出来ないと楽しくないな〜と常々話しています。いつ

10月18日

先日椅子から立ち上がろうとしたら急に膝の痛みを感じ立ち

までも若々しい2人で居られるように頑張ります。

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。

上がれず、

おそるおそる壁にてをあて漸く立ち上がる事が出来ました。
も

今村 隆宏・夏美 夫妻

リハビリも兼ねて続けている巡礼西国三十三ヶ所の第３０番

娘の成長をみていると、さすが今ちゃんのDNAやなぁ〜と恐

う年ですね！
！

10月17日

10月18日で5年になります。娘も来年1月で5歳になります。

札所竹生島の宝厳寺に行って来ました。

ろしくなる事が多々ありますが、
これからも夫婦仲良く娘の成

リ飲んで、先ずは良かったです！

います。

どうにかお参りも出来て、足洗いのビアーパーティーもバッチ

松島 正雄

長を感じながら、今村ファミリーが仲良く過ごせたらと思って

ワイズの皆様いつもありがとうございます。

10月30日

52歳になります。最近これからのライフスタイルに悩んでいま

小田 竜哉・和佐 夫妻

ることに感謝』
と耳にします。私もそう思います。一方で

最近は子供も大きくなってきたので嫁も仕事を入れるように

す。今更なぜ？と言う感じですが・・・。
『無い物を悔やむより、有

『攻撃は最大の防御、
どん欲に生きろ』。
ですよね〜。経営者は
やはり後者なのかな〜？

中村 めぐみ

10月23日

19年が過ぎました。

なり、昼はバタバタな生活を送ってるみたいです。もっと子供

が離れていったらお互いに目指す目標を持って生活するのも
刺激があって良い事だと思ってきました。最近は穏やかな生

10月31日

活が続いているので継続でいきたいと思います。

令和元年４１歳。

次の時代も元気に迎えられますように。

谷口 豊・紗知子 夫妻

新しい生活にも慣れ、楽しくて過ごしています。

嫁は、いろいろ大変な事続きですが、夫婦は仲良くやっていま

４０歳は新しいことに挑戦する一年になりました。なんとか

滋賀の実家に夫婦で帰ってちょうど１年。

す。記念日は、美味しいものを食べに行こうと思います。

この一年も健康に過ごせたことに感謝です。

10月・11月の予定

10月の予定

10月30日

11月の予定

3日（木）

ウィズキッズ病院コンサート

15時〜

京都府立病院

3日（日祝）

京都YMCAチャリティーバザー 11時〜

3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（日祝）

国際協力募金

13時〜

三条ＹＭＣＡ

10日（木）

役員会

19時〜

三条ＹＭＣＡ

7日（木）

第一例会：ゲストスピーチ

19時〜

Ｈ日航プリンセス

17日（木）

第二例会：ディベート例会

19時〜

Ｈ日航プリンセス

9日（土）

成望館 ふれあいまつり

11時〜

成望館

14日（木）

役員会

19時〜

21日（木）

第二例会：ゲストスピーチ

19時〜

20日（日）
27日（日）

じゃがいも引取り
ワイズデー

卸売市場
京都三条商店街

17日（日）

リトセンオータムフェスタ

23日（土祝）

リ・ブラン京都中京バザー

三条ＹＭＣＡ

リトリートセンター
Ｈ日航プリンセス
衣笠教会

編集後記 サバエの秋祭りは大盛況でした。次は10月27日のワイズデーです。今回はギネスに挑戦です。皆で協力して成功さ
せましょう。
（青倉）
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