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★クラブ会長主題
●今月の聖句

第1号

通巻392号

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

「C O R E に な る 時
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それは今」

心を尽くして主に信頼し、自分の分別には頼らず常に主を覚えてあなたの道を歩け。
そうすれば主はあなたの道筋をまっすぐにしてくださる。
箴言 3章5節〜6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！〜 』

「半期を振り返る」

岸本伸也

３３期も半期総会を無事終えることが出来ました。次期の三役、委員長も
承認されましたので天根次期会長のブレインスタッフも決まり船出の準備も
完了しました。
今期、三役で会計の職責を森本会長から拝命いたしました。そんな会計の
目を通しての感想を述べたいと思います。
会計を担当されたメンバーは、
よくご存じの事ですが大事な役割は毎月の
会費徴収です。
毎回の例会開始前に受付テーブルにて集金事務をするのです。原則、口座
振替に変更してから、以前の現金集金とは段違いに手間の削減が出来ていま
す。金融機関を変更せざるを得ない事情があったにしても推し進めたことに
意味はあったと思います。
会費を現在の月額２万円にして、２千円分を活動資金に振り替えるように
したことにも大きな意義があります。
これも、以前は現金で集めていたのです
が出席率１００％はなかなか達成困難ですのでその手間は本当に大変でし
た。それが、今は負担の公平性の観点からもクラブで全額負担という形で支
払いをしていますので西日本区の締め切りまでに納付をすればよくなってい
ます。Ｙサ・ＣＳ・ＢＦ献金と会計業務はすっとスムーズに行えるようになりま
した。
京都ＹＭＣＡに支払う維持会費に関しては、引継ぎ事項としてすべきとの
意見もあるかもしれませんが期首に請求書がいただけたらその時の会計担
当者も処理しやすいですね。
会議室使用料は、最初に１年分を支払うべきだと考えますので７月中に支
払いをするべきものであるので次期の担当者には、引継ぎ役員会でお伝えし
たいと思います。
下半期は、本決算も控えておりますので各委員長、メンバーの方は精算が
必要な請求書、領収書は早や目に協力よろしくお願いいたします。
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会計

●1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
42名
0名
0名
11名
0名

●1月月間メイキャップ者数
●1月月間出席率

0 pt
●BFポイント 切手
現金
0円
12月分
●ニコニコ 1月分
14,000 円
●ファンド 1月分 454,662 円

第２例会
38名
0名
0名
0名
0名
0名
93.75％

累計
0 pt
累計
0円
累計 136,000 円
累計 454,662 円

2 月の強調テーマ

TOF・CS・FF
STEP for ALL
ＴＯＦ・Ｃ Ｓ・ Ｆ Ｆ 身近なボランティア､
献金に協力をおねがいいたします。
渡壁十郎地域奉仕･環境事業主任
（長浜ｸﾗﾌﾞ）

1月の例会

【第一例会】
参加者：メンバー42名、ゲスト11名
日時：1月9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：新年総会

落語家

司会

山岸 裕明

桂よね吉様

【第二例会】
参加者：メンバー38名
日時：1月23日(木)

19:00〜21:00

場所：ホテル日航プリンセス京都
司会

石田 賢三

プログラム：半期総会

今期もあっという間に半年が過ぎ、
この日は半年の取り
組みを振り返る、半期総会が執り行われました。私自身、

今年の新年例会は、桂米朝一門の中堅実力派落語家、 まだ三年とウィングに入会しての年月はまだ少ない若手
桂よね吉の新春寄席と銘打っての初笑い例会。生演奏 ですが、毎年半期総会にて、その年に行われた取り組み

の祇園小唄の出囃子に乗って高座に現れたよね吉さん
の落語で始まった。なんでもよね吉さんはメンバーの中

村誠司君の友人とかで、米清（こめせい）つまり中村君を
出しに笑いを誘いながらの前振りで始まった。身振り手

を振り返ると、
ワークや事業に対する先輩たちの熱い思
いや、その意義に触れることができ、大いに気が引き締
まります。
各委員会の半期事業報告、下半期の事業計画では、皆さ

振り豊かに、時に歌舞伎の見得を切りながらの熱演で、 んが取り組まれた多くの事業やに改めて気づかされ、私
50名の参加者は約1時間笑いに包まれた。落語ののち も負けていられないと大いにモチベーションが上がりま

に着物姿の森本会長が同じ高座から世間話2連発の会

長挨拶？そして天根次期会長の乾杯の発声で懇親会と
なった。新年例会にふさわしい晴れやかで和気あいあい
のひと時でした。
（亀井 剛）

した。
総会の中では、他にも収支報告、次々期会長、次期三役、
次期委員長の承認が執り行われました。
委員長の選任については、私も次期ＥＭＣ委員長を拝
命いたしました。
ウィングのメンバーとして新たなステッ
プへ踏み出そうとしています。そのときに備えて、下半期
のウィングの事業により一層精力的に取り組み、残り半
年で学べることをしっかりと吸収し、天根次期会長をしっ
かりと支えるため、次期のバトンを自信もって受け取れる
ようになる。
そんな半年にしようと、改めて、決意を新たに
出来た例会でした。
（奥田健登）
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Happy Birthday
西野 希久子

田中 博子

2月3日

今年、長女が成人しました。

成人式には私が母に誂えてもらった振袖を着てくれ

て、私にもこんな時代があったなぁ〜と懐かしむそ
んな特別な年明けだったので、今年は忘れられない
お誕生日になりました。

これからも元気に頑張ります！

2月20日

雲雀丘で楽しく暮らしています。孫は東京ですが、関

学保育園で小さい子の相手してます。主人と長男の
母校関学でコーラスを楽しみ忙しいです。沖縄の娘

とは何でも相談しあって第三の青春？です。ペルシャ
のソフィ♀、パパっ子です。
佐藤 泰子

2月21日

４０代後半に入ったので体力や免疫力が落ちない

吉岡 かおり 2月8日

家庭と仕事の両立に年がら年中忙しさに参っていま

よう、
自己管理に気をつけたいと思います。

す。年齢的にも若い頃のように、
ちょとした趣味に今

今の生活に日々感謝し続けて、家族の健康管理にも

現在ヨガにはまって鍛えています。

気を配りたいと思います。

武村 松一

廣部 仁太郎

2月9日

いよいよ人生の第４コーナーに差し掛かるところ
か？

2月25日

いよいよ人生後半の半世紀が始まりました。

ここからがスタートラインという気持ちで、

還暦まであと１年。
もうひと花！いっときたいですね

いろんなことにチャレンジしていきたいと思います。

廣部 幸枝

吉岡 毅

よろしくお願いいたします。
バースデー・アニバーサリーは、

ぇ？

2月9日

2月26日

徐々に還暦が近づきに連れて仕事も趣味も気力と
やりたい事は、やっちまおう！50代の先輩からの年
メンバーのみの公開となります。
活力失わないよう日々努力を重ねます。
賀状にありました。
心を自由にして、ハッピーに過ごします。
中島 敬泰

2月19日

後期高齢者に突入です。

夫婦共に健康で仲良く、老夫婦を演じたいと思いま

す。

4月から家内の姪の子供（大学生）を2年間、預かる

ことになりました。

いろいろと大変ですが、お互いに勉強する機会を与

えられて感謝です。
余 景子

2月19日

只今子育て真っ最中です。
ただ、少しづつではありま

すが、
自分の時間も取れるようになってきてます。

今年は空いた時間を利用して、
自分自身を磨い行き

たいと思っております。

Happy Anniversary
亀井 剛・久美子 夫妻 2月11日

忘れた振りの46回目の記念日。

3人の息子たちはそれぞれ家庭をもって頑張ってい

るので親の務めは卒業。

妻は引退後の生活に向けて断捨離を始めました。
私は引退もままならず、お金以外はとっておき派な

ので、
そのうち妻の断捨離の対象になりそうです。
安藤 也人・織帆 夫妻 2月14日

２月14日で結婚8年になります。

年々会話が減り続けているので、休暇をとり旅行に

でも行って仕事以外の会話をしに行こうと思ってま
す！
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34期新体制決定
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天根
木下
佐々木
中村誠司
廣部
井上
小田

Yサ
CS
IBC
EMC
ファンド
広報
ドライバー
サバエ

新コーナー！「俺の趣味」

会長

本多
山内
長谷川
奥田
岩本
谷口
北川
森本

森本賴和

僕は、サーフィンをする(波に乗る)ことは、神聖な行為で

これは、海に対して単に敬意を表わしているのではない。

ャラチャラした、髪の毛もロンゲで、
ビーチサンダルを履

り合いのサーファーが沖に流されて帰らぬ人となったり、

たいな人だと思われますが、
まあそんなたぐいの人もい

を流している人を目にしたこともある。

いたってまじめな人が多いと感じます。たとえば浜に落

然ではないと感じている。

もあると思います。サーファーのイメージは、
ナンパでチ
いた、日焼けした体にタンクトップの似合うお兄さんみ

自分自身に対しても感謝している。
というのも友人の知

飛んできたサーフィンの板をよけきれず口に当たって血

るのですが、実際サーフィンをこよなく愛している人は、 自分が何事もなく無事に海から上がれるのは決して偶
ちているゴミを集めたりする"ビーチクリーン"活動をす

だから僕はサーフィンは神聖なスポーツだと確信してい

る人達もいるし、海の上では「おはようございます。」
「こ る。
んにちは。」
とあいさつは必ず交わし合う。そして海を愛

している人が多い。

僕もゴミが落ちていたら拾ったりするし、海に入る前に

はストレッチをしたあと手を合わせて感謝して海に入る

ようにしている。

海から上がる時は海にむかって感謝の意を込めて手を
合わせる。

！！注意！！今月の第２例会は TOF 例会で三条 YMCA 地下のマナホールで行われます。
２月・３月の予定

２月の予定
6日（木）

第一例会：ゲストスピーチ

19時〜

Ｈ日航プリンセス

5日（木）

第二例会：TOF例会

19時〜

三条ＹＭＣＡ

8日（日）

13日（木）

役員会

23日（日）

CSチャリティボウリング

20日（木）

19時00分〜

15時〜

三条ＹＭＣＡ

３月の予定
第一例会：EMCアワー

8日（日）

全国車いす駅伝大会サポート
YMCAリーダー卒業祝会

ラウンドワン河原町 12日（木）

22日（日）

19時30分〜

第二例会：メンバースピーチ

19時〜

リトセンチャリティーゴルフ

日航プリンセス

宝ケ池プリンスホテル

役員会

14日（土）15日（日） YMCAミニバスケット大会
19日（木）

19時〜

三条ＹＭＣＡ

三条ＹＭＣＡ

日航プリンセス

メイプルクラブ

編集後記 2020年も1ヶ月が経ちました。暖冬が続いていますが、寒暖差が激しいので皆様におかれましても健康には気お付
けてくれぐれもお体をお大事にしてください。おかしいと思ったらすぐに病院に行ってください。
（青倉）
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