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★クラブ会長主題
●今月の聖句

「COR Eになる時　それは今」

●2月在籍者46名

●2月月間メイキャップ者数
●2月月間出席率 85.1％
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DATA OF FEBRUARY 3月の強調テーマ

JWF
ＪＷＦは皆様の厚意によって支えられてい
ます。個人やクラブの記念に合わせて献金
をお願いします！

西野 陽一　ＪＷＦ管理委員長
（大阪高槻クラブ）

メンバー
メネット
コメット
ゲスト
ビジター

第１例会
36名
0名
0名
1名
0名

第２例会
20名
0名
0名
1名
0名
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先日の半期総会にて、次次期会長の件ご承認いただきありがとうござい
ます。
次期は、副会長として３４期天根会長を盛り立てつつ年間通じての流
れを把握して、色 と々勉強させていただきます。と、バースデイの原稿なら
これくらいで終われますが・・・
巻頭なのでもう少し続けさせてもらいます。
以前からですが、ホテルに置かせていただいている備品の件について
少々問題が生じております。置いてある備品があまりにも多すぎて、備品を
置いている棚が壊れてしまっているのです。ホテルからも、撤収の依頼が
来ています。前回書記をさせていただいた時に少し整理はさせていただ
いたのですが・・・
こで、お願いがあります。例会時に配布されました物は、必ず持ち帰って
いただき個人で処分をお願いします。半年以上前の配布物が備品棚に多
くありました。ロースターを、持ち帰られてない方が多くおられるようです
がメンバー皆さんの会費で人数分購入していますので、次期も必ずお持ち
帰りください。
最後に、備品棚の整理にあたって過去のバースデイ・アニバーサリーの
商品を１１月のチャリティーバザーに出品させていただきましたことを、
ご報告しておきます。

会　長 President 森本賴和／Yorikazu Morimoto
副会長 VicePresident 今村隆宏／Takahiro Imamura・天根静也／Shizuya Amane
書　記 Secretary 木下敬悟／Keigo Kinoshita・錦織秀臣／Hideomi Nishikiori 
会　計 Accountant 岸本伸也／Nobuya Kishimoto・上田敦／Atsushi Ueda

書記　木下　敬悟☆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！
　～　Y’s Power？ No Limit！～ 』　

「今、思うこと」

今月の聖句「マルコによる福音書１２章４１節～４４節」は、
3pをご覧ください
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２月の例会
【第一例会】　
　参加者：メンバー36名、ゲスト1名

日時：2月6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：IBCアワー
　　　　　　「今後のIBCを考える討論会！」

メインプログラムの“今後のＩＢＣを考える討論会！”
では、まさに討論会といった様子で私の知らない30
年前のインドのランチワイズメンズクラブとの話か
ら始まりました。1991年から“インド基金”と称した
教育支援を15年もの間取り組んでいたにもかかわ
らず（ウイングは現在打ち切り）昨年開催されたラン
チクラブ50周年式典に参加した際にランチクラブメ
ンバーの殆どが我々のインド基への取組みを知ら
なかったという残念な結果だった。反して、現在も支
援しているノルウェイのクラブは皆から賞賛を得て
いると報告をされていた。やはり継続が大事！という
意見や、2003年締結の金浦クラブ・2018年締結の
台中グレートビジョン等については、国どうしの問題
でも個人間にも当てはめて考える！いや当てはめな
い！等々それぞれ賛否両論の意見がありましたが、
私は“毎年方針を決めて継続していこう、目的は交
流による世界平和であるのだから”に賛同しました。
（松島正雄）



編集後記　新型コロナウイルスの影響で2月のボウリング大会が中止になり、また3月のミニバスケットボール大会の食事提供
も中止になりました。街ではマスクや消毒液が手に入りにくい状況です。一日も早い終息を願うばかりです。(青倉)

   5日（日） 第一例会：ファミリー例会 9時～  日航プリンセス
   9日（木）              役員会 19時30分～ 三条ＹＭＣＡ
11日（土）　　　第15回JOCSウォーカソン 13時30分～  鴨川堤防
16日（木） 第二例会：サバエ・Yサアワー 19時～ 日航プリンセス
19日（日） リトセン夜桜フェスタ 15時～ リトリートセンター

 

  5日（木） 第一例会：メンバースピーチ 19時～ 日航プリンセス
  8日（日） 全国車いす駅伝大会サポート  　宝ケ池プリンスホテル
  8日（日） YMCAリーダー卒業祝会  　　　　三条ＹＭＣＡ
12日（木）              役員会 19時30分～ 三条ＹＭＣＡ
14日（土）15日（日）  YMCAミニバスケット大会　　　　横大路運動公園体育館 
19日（木） 第二例会：ゲストスピーチ 19時00分～ 日航プリンセス
22日（木） リトセンチャリティーゴルフ   メイプルクラブ

3月・4月の予定
4月の予定3月の予定
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【第二例会】
　参加者：メンバー20名、ゲスト1名
日時：2月20日(木)　19:00～21:00　
場所：京都YMCA マナホール
プログラム：TOF例会　ユニカール　

年に一回あるTOF例会（Ｔｉｍｅ　ｏｆ　Ｆａｓ
ｔ）で松井ＣＳ委員長と亀井ワイズがTOFの意味を
説明されました。プログラムのユニカールで8チーム
のトーナメント方式で程良い運動と程良い頭脳戦で、
絶食例会で食事は無かったですが、空腹を忘れて、
楽しく盛り上がりました！優勝チームは頭脳の藤田
寿男ワイズとパワーの松井ワイズでした！
最下位は石田ワイズ、廣部ワイズとゲストの中西彬
さんでした。老い？も若きも熱く盛り上がり、ウイング
クラブのチームワークは年齢に関係なく一丸で白熱
した試合でした。
トラブルで森本会長は欠席でしたが、優勝チームの
賞品はなんでしょうね！？
楽しい例会をドライバー委員会の皆さんお疲れ様
でした！（山内達也）

2月開催予定だった「CSチャリティボウリング」は、コロナウイルス感染症拡大防止のための中止となりました。

今月の聖句「マルコによる福音書１２章４１節～４４節」
イエスは賽銭箱の向かいに座って、群衆がそれに金を入れる様子を
見ておられた。大勢の金持ちがたくさん入れていた。ところが、一人
の貧しいやもめが来て、レプトン銅貨二枚、すなわち一クァドランスを
入れた。イエスは、弟子たちを呼び寄せて言われた。
「はっきり言っておく。この貧しいやもめは、賽銭箱に入れている人の
中で、だれよりもたくさん入れた。皆は有り余る中から入れたが、この
人は、乏しい中から自分の持っている物をすべて、生活費を全部入れ
たからである。」

中止

中止



中村 誠司・香苗 夫妻 3月2日
コロナウィルスの脅威から高校受験中の次男を守
るべくマスクを買い求め東奔西走する嫁。
とりあえず息子の進路が決まるまではお祝いムー
ドでは無い中村家であります。

森野 茂・真由美 夫妻 3月5日
今年で結婚して25年になりました。お互いに仕事と
趣味に忙しい毎日を送って、ストレスかけないよう
に自由に生きてます。二人の娘達も一人は社会人2
年目にもう一人は最後の大学生活を満喫してます。
これからは、感謝を忘れずに、少しでも社会に貢献
できるように頑張ります。

森本 賴和・智子 夫妻 3月22日
結婚し、離婚して、元の鞘に戻って１８年。かみさん
にはいまだ、苦労をかけっぱなしの我が人生。
いまだ、己の病も克服できず、悟りの境地など蜃気
楼ごとく、いつか大きな病に打ちのめされて、
微塵となりうるその時も、是非にあらずと天命を知
る由もなし。

廣部仁太郎・幸枝 夫妻 3月24日
結婚して22年。子供も無事に仕事につき、それぞれ
好きなことをして気ままに毎日を過ごしております。
これからもマイペースファミリーでのんびりとやっ
ていきます。またファミリー例会等で見かけたとき
は声をかけてやってください。

井上 凉子 3月2日
後期高齢者の保険証と喜寿の同総会のハガキが届
きました。
主人と二人時々ケンカしながらも元気で仕事が出
来ていることに感謝の毎日です。

松井 敏文 3月3日
50歳になりました。精神年齢はまだまだ若いです。
やりたいことは盛りだくさんです。今年は宅建の合
格を目覚まします。

天根 真奈美 3月6日
新しい形にチャレンジ！

石田 賢三 3月10日
７４歳になりました。もう７４歳、まだ７４歳、どち
らか判りませんが、まだ、まだ、まだと思い、
これからの起こる事の人生を楽しみたいです。

松島 貴代 3月11日
3月10日で遂に50歳になります。もういいお歳なの
に楽になるどころかドンドン忙しくなってるような、
体力が無くなって忙しく感じているだけなのか、毎
日毎日ドタバタとしてます。
今年からはもう少し時間にゆとりを持った生活を試
みます

中島 あつ子 3月11日
美しく、素敵な老婆になりたいですね。
3月から姪の子供(大学3回生)を2年間、預かること
になりました。
いろいろな経験をさせてくれると思います。感謝で
す。

佐々木 啓恵 3月11日
健康に毎日を過ごせることに感謝しつつ、この一年
は自分のために時間をかけて、何か新しいことにチ
ャレンジできればなぁと思っています。

稲垣 康生 3月20日
46歳になりました。肺年齢は70歳です。

中村 香苗 3月30日
年度末の生まれなので、毎年、何かとバタバタして
おります…
次男が高校入学になりますが、我が家初の高校球
児になります
野球の事が何もわからない母ですが、とりあえずお
米をいっぱい食べさせて、
頑張らせます(^^)

Happy Birthday

Happy Anniversary
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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。


