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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
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それは今」

今月の聖句「ルカによる福音書17章7節〜10節」は、4pをご覧ください
☆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！〜 』

「今期YMCAサービスユース事業主査主題と事業における3つの課題」
京都部YMCAサービス・ユース事業主査

北川 雅俊

今期、京都部YMCAサービス・ユース事業主査としてスタートいたしました。私

が 掲 げた 主 査 主 題 は 会 長 期 の 主 題と一 致しております が「 一 致 団 結

Cooperation is a strong force」
です。YMCAサービス・ユース事業では年間30

を超える事業があり1つのクラブで全てを進めていくことはとても無理です。
しか

し、その事業を京都部各クラブのワイズメンがもっともっと積極的に互いに協力
し合い助け合っていけばより強力な力になるということです。

この沢山ある事業の中でも3つの課題をお話しさせて頂きます。一つはサバエ

教育キャンプ場の問題です。サバエ教育キャンプ場が今消えようとしております。

その要因としては収益性の問題等いろんな事があるわけですが、サバエキャン

プ場の存続というよりもYMCAのキャンプ事業の存続として捉えていかなくては
ならないと考えています。二つめにはYMCAチャリティーランの問題です。今年
の大会から今までワイズが出店していた屋台もなく、何かとても寂しい感じの大

会となりました。屋台が全てとは言えませんが大会全体、出場される選手、チャリ

テイーを盛り上げる活気のある大会にしたいと考えております。現在、新しい開
催場所の選別等も進めておりますが、大会を盛り上げるために皆様の中で何か

良い案がありましたら是非、
ご提案頂きたいです。三つめはYYYフォーラムにつ

いてです。今期のフォーラムはアウトドア的なコミュニケーションフォーラムを企

画しております。具体的にはYMCA、
ワイズ、ユースで一緒になって一つのものを
作っていく中で3つの関係を深めていけるように考えています。それは料理なの

か物なのかは、お楽しみにして頂ければと思います。来年のYYYフォーラムには

リーダーとの関わりが深いウイングメンバーから多くの参加をお待ちしています。
今後とも事業へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
DATA OF OCTOBER
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●11月在籍者45
名 第１例会
34名
メンバー
0名
メネット
0名
コメット
2名
ゲスト
0名
ビジター
●11月月間メイキャップ者数
●11月月間出席率

0 pt
●BFポイント 切手
現金
0円
11月分
●ニコニコ 11月分 17,000 円
●ファンド 11月分
0円

第２例会
35名
0名
0名
4名
0名
1名
91.3％

0 pt
累計
0円
累計
累計 117,000円
累計
0円

1 2 月の強調テー マ

EMC-E
YES

Eを行うためには､メンノレ増強とｸﾗﾌﾞ内での
中堅メンノト育成が重要。
YES献金は新規ｸﾗﾌﾞ設立資金です。
牧野篤文ＥＭＣ事業主任（京都ﾄｯﾌﾟｽｸﾗﾌﾞ）

11月の例会

【第一例会】
参加者：メンバー34名、ゲスト2名
日時：11月7日(木)19:00〜21:00

−横浜YMCAの事例を通して』
田口

努様(横浜YMCA総主事)

11月の第一例会は、横浜YMCA総主事

場所：ホテル日航プリンセス京都

司会

小田竜哉

「ウイングクラブの活動」

プログラム：ゲストスピーチ
ゲストスピーカー

日時：11月21日(木)19:00〜21:00
プログラム：EMCアワー

場所：ホテル日航プリンセス京都
『YMCAと地域活動

【第二例会】
参加者：メンバー35名、ゲスト4名

田口努ワイズをお招

きし近年の横浜YMCAにおける地域活動についてスピーチし

〜ゲスト・新人へのアプローチ〜
森本会長の挨拶より始まり、めでたく入会されました新井ワイ

ズの入会式がありました。

新井ワイズとは以前から公私ともに親交があり、
ウイングクラ

て頂きました。
『SDGs』
"
＝持続可能な開発目標”運動に連なる

ブでこれから一緒に活動していく事を嬉しく思うと共に楽しみ

シーキッズキャンペーン」や三浦YMCAグローバル・エコヴィ

れから共に活動していくメンバーになるかもしれないゲストの

事業等をご紹介頂きました。風力発電を採用した三浦YMCA

パワーポイント等を使って説明をされました。
まだ右も左もわ

集めているとのことでした。
またピンクシャツデー運動は今や

大変わかりやすかったですし、
ウイングクラブの事を知らない

活動の一環として、子どもの未病対策として実施された「ヘル

です。
またEMCアワーでは私のように歴の浅いメンバーや、
こ

レッジにて海外学生を集いSDGｓの学びと文化交流を行った

方々に、
ウイングクラブを知ってもらう為に、各委員会の方々が

グローバル・エコヴィレッジは全国の地方自治体からも注目を

からない私としては、各委員会の名称の意味や活動内容など

このような取り組みが定期的
地域や企業が一体となり大変盛り上がっているとのことでした。 方々に活動を知ってもらう上で、
田口総主事の壮大で夢がある事業のお話を伺って感銘を受 に開催されれば良いのにとも思いました。

けると同時に私自身ワイズメンであることを誇らしく思うような、 最後に新しく入会された新井ワイズと共に、社会貢献を通して
成長していきたい強く思いました。
（岡山聡）
大変素晴らしいスピーチでした。
（岩本直己）

入会式の写真は 4 ページです
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11月の事業参加
チャリティーデー
日時：11月3日（日）場所：京都三条YMCA
11月3日、京都三条ＹＭＣＡでチャリティーデーを行いました。

ウイングはフランクフルトとチヂミを販売しました。

新人メンバーの岩本Ysと岡山Ys、CS委員長代理の松井Ysが
頑張って焼いてくれてました。
（青倉国士）

リトセンオータムフェスタサポート
日時：11月17日（日）場所：リトリートセンター
秋晴れの最高のフェスタ日和でいつもの様にお湯を沸かし準

備をし、
スタート！いつもチームワークで天ぷらうどんを提供し、
後半は暖か過ぎたのか？今ひとつ、客足が？！呼び込みをしつ

つラストスパート、そして、
どうしても気になったのが今年は一
品寄贈でのバザーは無かったが、有れば、いつもの様に中西

ワイズが買ってやぁ！！の元気な声が・・・寂しいかったです。
フ

ェスタの方は、
うどんが少し残ったが無事終了！お疲れ様でし
た。
（山内達也）

成望館 ふれあいまつりサポート
日時：11月9日（土）場所：成望館
11月9日
（土）
、毎年恒例の盛望館ふれあい祭りが開催され、

ウィングクラブも参加（飲食提供＆支援金贈呈）
してきました。
当日は、朝方は冷え込んだものの晴天で、11時開催から15時

閉会まで、来場者も多く盛況でした。
ウィングからは、例年通り

のフランクフルトに加え、今年初めての試みとして「わらび餅」

を販売し、売上を寄付してきました。

「わらび餅」は、手間もかからず、かつ、おいしいと評判でしたの
で、他のイベントでも利用できそうです。
（錦織秀臣）

リ・ブラン京都中京バザーサポート
日時：11月23日（土祝）場所：衣笠教会
11月23日というのに気温は22度まで上がりました。前日の天
気予報で気温が上がるとは言ってましたが、本当に森本会長

は晴れ男ですね。天気のおかげもあってか、バザーは大盛況

でした。
（青倉国士）

国際協力募金
日時：11月3日（日）場所：四条大橋 他
11月3日の日曜日、四条大橋でリーダーと子ども達と一緒に国
際協力募金を行いました。

少し肌寒い中、午後1時?3時の予定でしたが、2時半すぎから
少し雨が降ってきたので早めに引き上げました。
（青倉国士）
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Happy Birthday
石田 玲子

今月の聖句「ルカによる福音書17章7節〜10節」

12月2日

６０代後半まっただ中！
！、いつもカレンダーに予定がはいる、
日々を送っていきたいです。

今村 隆宏

て食事の席に着きなさい』
と言う者がいるだろうか。

食事を済ますまで給仕してくれ。お前はその後で食事を

しなさい』
と言うのではなかろうか。

命じられたことを果たしたからといって、主人は僕に感謝

するだろうか。

あなたがたも同じことだ。
自分に命じられたことをみな果

たしたら、
『わたしどもは取るに足りない僕です。
しなけれ

12月24日

還暦まで２年となりました。今まであまり年齢を感じることは
なかったのですが、最近髪の毛や視力など気になることが増
えてきました。
これからは、無理せず楽しい人生を目指してい
きます。

バースデー・アニバーサリーは、

森本 賴和

僕がいる場合、その僕が畑から帰って来たとき、
『すぐ来
むしろ、
『夕食の用意をしてくれ。腰に帯を締め、わたしが

12月19日

12月19日、55歳。菊池桃子さんが9歳年上のエリート官僚60
歳との結婚が話題になりました。あと5年もすると私が60歳妻
が51歳になります。なんかあっという間にどんどん歳をとって
いくような気がしてなりません。
こんな時こそ30代の頃のよう
に、
もっとエネルギッシュに仕事するべし！
！

島本 浩晃

あなたがたのうちだれかに、畑を耕すか羊を飼うかする

12月27日

-Fifty four54歳になります。54歳になりますと〜、老眼.白髪といった外見
メンバーのみの公開となります。
的な老化はもちろんのこと、体の内部の、特に消化器官のおと
ろえも、敏感に感じるようになってきました。
というのも、安物
のハンバーグ(お弁当等の)を食べた時には、その日は１日気
分がすぐれません。食欲も失せて、何をしても、良くなりません。
そのうえ、逆流性食道炎を患い、思考面にも精神面でも後悔
することも多くなってきました。
ダメですネ〜。逆流性食道炎
と後悔…。そして長女の出戻り…。年をとるということは、反省
をすべき時間が必要だと云うことなんでしょうかねぇ〜。誰か
御指南して下さい。哀愁の日々にまだまだ浸りたくない。
よろ
しくお願いします。

ばならないことをしただけです』
と言いなさい。

新メンバー入会！
11 月第２例会で入会式が行われました。
新井康典さん（スポンサー西野 Yʼ s）です。
よろしくお願いします。

Happy Anniversary
藤田 寿男・一美夫妻

12月24日

クリスマスイヴに結婚生活４８年目に入ります。お互い、いろ
んなところに少しずつガタが来だしたので、体を
いたわり合い、口論を避け、無理せず、残り３０年は食べ・飲
み・歩ける生活を維持していけるよう頑張ります。

5日（木）

12月の予定

第一例会：中西Ỳs追悼例会

12日（木）

役員会

15日（日）

第二例会：クリスマス例会

15日（日）
20日（金）

マリアの会クリスマス会
市民クリスマス

19時〜

19時〜

18時〜

12月・1月の予定
Ｈ日航プリンセス

9日（木）

Ｈ日航プリンセス

23日（木）

三条ＹＭＣＡ

Ｈ日航プリンセス

1月の予定

16日（木）

第一例会：新年例会

19時〜

Ｈ日航プリンセス

第二例会：半期総会

19時〜

Ｈ日航プリンセス

役員会

19時〜

三条ＹＭＣＡ

三条ＹＭＣＡ

編集後記 今年も残り一ヶ月です。11月は事業も多く大変でした。12月は忘年会などでお酒を飲む機会がいつも以上に多くな
ります。体にはくれぐれもお気をつけください。
（青倉）
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