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★クラブ会長主題
●今月の聖句

☆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」

第1号

通巻394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

今月の聖句「ヨハネの手紙１
4pをご覧ください
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それは今」

４章１０節〜１１節」は、

藤田寿男

「コロナを乗り越えて」

５０年以上昔、新型コロナと言えばクラウンとまでは行かなくても我々
世代には憧れの車のことであった。今は違う。
この先どうなっていくのか
誰にも予測は難しい。
しかし実は、２年前にかなりの確率で予測されて
いて、その対策も提言されていたことを新聞の記事で知った。
これもテレ
ビの特番で知ったことではあるが福島の原発事故も、その事故から随分
以前に、想定を越える津波が襲う可能性が指摘され、福島原発の津波対
策を進めるチャンスが東電内に二度ほどあったにもかかわらず、潰され
てしまったようである。人間の行うことだから当然判断ミスや楽観志向は
あると思うが、後の祭りであっても残念でならない。
ここに来て世界各国
で厳しい対策が進められ、人心も経済もこれから益々疲弊して行くであ
ろうことは間違いない。ひと月前までは感染防止に
「そこまでしなくても」

☆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！〜 』

と言う声も聞かれ、
ウイングも例会開催に踏み切った経緯がある。今や
情勢は刻々と変わり、世界の主要な街角はゴーストタウン化し、オリンピ
ックまでもがこの夏の開催を断念するほどのことになるとは誰が予測し
得たか。落ち着くのはかなり先のことであろうが、早く平常に戻ってほし
いし、そのために我々は何をすべきか、今じっくりと考える時間が与えら

司会

中村裕一

れたのではないか。我慢と自重と人知によりウイルス蔓延が克服され、
経済活動やワイズ活動が息を吹き返したとき、
ウイングクラブはどう進

イズ

んでいくのがよいのか、その方向をいくつか思索してみたい。
（次項へ）
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●3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
35名
0名
0名
2名
0名

●3月月間メイキャップ者数
●3月月間出席率

●BFポイント 切手
現金
3月分
●ニコニコ 3月分
●ファンド 3月分

0 pt
0円
5,000 円
0円

第２例会
0名
0名
0名
0名
0名
0名
72.9％

累計
0 pt
累計
0円
累計 150,000 円
累計 454,662 円

4 月の強調テー マ

YMCAサービス
ASF

ＹＭＣＡとの協働は自ら積極的に参加する
ことです。

お互いに理解しあい目標を共有しましよう。
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）

メンバー数も、今までは未知の５０名に届かんと

ＣＡの現状より、
クラブの拡大に関心を持つことか

している。
これは経験してきた何度かの周年を迎え

ら、ＹＭＣＡが青少年育成という大きな目標に向

たとき以上に大きな転換点になるのではないかと

かっていくために一人ひとりが力をどう発揮出来る

思う。大切に育ててきた事業に多くのメンバーの参

かに関心を持つことへと。

加を求めることから、一人ひとりがどう関わっていく

考え出せばきりがない。単にメンバー増を考える

のかへと。相手先があるので会長や委員長が替わ

だけでは済まないウイングの状況を感じ取りながら、

っても内容があまり変わらないまま続いていく事業

これからも新たなウイングらしさを求めて再び翔び

から、
どこかに任せて新しく取り組みを模索する事

続けていかなければならない。
これはメンバー一人

業へと。頼まれれば何でもやり遂げてしまうクラブ

ひとりの意識にかかっており、ＹＭＣＡの会員であ

から、頼まれなくてもこうあるべきだと熟考の末、思

りワイズの一員であることの何たるかをもう一度振

い御輿をあげるクラブへと。行事や事業の準備に追

り返り、
ウイングのメンバーでいることの意味を考え

われる委員会から、その事業が広くどう社会に関係

ていく必要がある。
メンバー数が５０を越えるのは、

づけられるかを考える委員会へと。時期と場所と手

クラブがこんな方向に着実に歩み出してからで決し

順と費用等々を確認する役員会から、過去の反省と

て遅くないと思う。逆に言えば、５０を越えるのはま

今後の課題を徹底的に議論する役員会へと。ＹＭ

だまだ早いのではないかと。

ウ イ ングメンバーの皆 々 様 へ

令和 2 年
3 月 24 日
森 本賴和

今年 1 月中旬、中国の武漢で始まったコロナウイル

与えられた試練であり、課題の一つではないかと思い

これからはコロナの影響がなかった人も間接的に徐々

ます。阪神大震災、東日本大震災と多くの自然災害

スがもはやあらゆる国々でその猛威をふるっています。 ます。これで人は淘汰されていくのではないかと思い
に影響が出てくることだと思います。
こんな時こそ自分さえよければ良いという利己的な
考えにならず他人に対して思いやれる気持ちが大切だ
と思います。
マスクを買い占めそのマスクをネットで高額で売却
したり、トイレットペーパーを買い占めたり、お店から
盗ったり、心のない、本当に心ない寂しい人が増えて
いるように思えます。
僕は今だからこそ心を律して人を思いやる気持ちを

持つことが大切だと思います。これは我々が神様から
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が続いています。また、将来 30 年以内には南海トラ
フでおきる地震については、70〜80％と予想されて
おり、それにより津波が起こり未曾有の災害となるこ
とも予見されています。
コロナについて来たるべき自然災害に対しても、こ
れから人は、人に対して謙虚で思いやりのある生き方
が求められられている気がしてなりません。
どうかパニックにならず冷静に行動するように努め
て下さい。
神様は皆々の心のあり方、行動を見守っておらてま
す。

３月の例会

【第一例会】
参加者：メンバー35名、ゲスト2名
日時：3月5日(木)

３月の事業参加

【リーダー卒会】

日時：3月8日（日）場所：三条YMCA

19:00〜21:00

場所：ホテル日航プリンセス京都

プログラム：新人スピーチ「俺はこんな男だ！」
岩本Yʼs ・岡山Yʼs・新井Yʼs

３月第１例会は、
コロナウイルスの影響で出席者の

大半がマスクを着用し、握手もＡＩＲで行うという
異様な状況でスタート致しました。
メインプログラム

は新人スピーチで、新しいメンバーの人となりを知

る良い機会だったので個人的にも楽しみにしており
ました。

皆さんが緊張した面持ちでお話されている姿を拝

【翼会】

日時：3月22日（日）場所：メイプルヒルズゴルフクラブ

見させて頂くと自分が入会した時の事を思い出しま 今回のリトセンチャリティーゴルフは北川Yサ主査

した。岩本ワイズが金融機関にお勤めになられてい を輩出いることもありメンバー集めに努力頂き80名

たことや、現在の事業で大変ご苦労されたこと。岡山 もの参加予定であったが残念ながら京都部の行事

ワイズが釣りと祭りが好きな熱男だということ。新井 としては中止をせざるを得ない事になりました。

ワイズが学生時代いかに女性から人気があった等、 ならばウイングのゴルフ同好会翼を有志でやろうと
普段は垣間見られない一面を目の当たりにして非

いうことになりなんとゲストを含め28名もの参加を

常に新鮮でした。
コロナウイルスの影響を鑑みると 得ました。好天に恵まれ楽しい1日でしたが私は初

やむを得ないのですが、３月の風物詩であるプロ 心者以下のスコアでボロボロ、自分の下手さにうん
野球の開幕を心待ちにしております。頑張れ中日ド ざりです。上達著しい岸本さん優勝おめでとうござ

ラゴンズ！
！
（長谷川卓哉）

います。
（井上英也）

岸本Ysの優勝コメント
あまり経験の無いことでビックリしてます。
日頃、
ゴル

フの練習は、何もしてませんが毎週、ティラピス・バ

ランスボール・水泳とスポーツジムに3ｈ通ってるの
が良かったのかなと思います。!?肩甲骨 めっちゃ回

してますので。
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Happy Birthday
中村 彰利

今月の聖句「ヨハネの手紙1

4章10節〜11節」

わたしたちが神を愛したのではなく、神がわた

4月1日

したちを愛して、わたしたちの罪を償ういけに

４４歳になりました。ついにお腹が出始めた気が
して自分にがっかりする今日この頃です。
ほぼほぼ原因はお酒ですが…。
この一年、
自分を律
して体型をコントロールすることに努力してみたい
と思います。

えとして、御子をお遣わしになりました。ここ
に愛があります。愛する者たち、神がこのよう
にわたしたちを愛されたのですから、わたした
ちも互いに愛し合うべきです。

篠原 寿一 4月12日

まもなく、還暦を迎えます。先日、理髪店に行って料
Happy Anniversary
金を払うとき、店員さんから、
まさかシニヤじゃない
中村 彰利・めぐみ 夫妻 4月11日
ですよねと？私はシニアではありません。
５９歳と１１ヶ月です。
とはっきりと言い返してやり 今年で１１年目となります。昨年、１０年を意識し
た訳ではありませんでしたが、自宅をリフォームし
ました。すると店員さん次回は
て住まいの装いも新たにして次の１０年を歩み始
免許証見せてくださいと・・・
バースデー・アニバーサリーは、
めました。
家族を大切に１年を過ごしたいと思う今日この頃
藤田 寿男 4月18日
メンバーのみの公開となります。
何かをしでかしたときに、名前の後の(
)に７３と です。
いう数字が入るなと考えたとき、
自身がぞっとするのと、他人からはきっと
「いい年し
て」
と思われそうで、
車の運転には相当注意を払わないといかんと思う
今日この頃。

田中 富基 4月29日

四月で６５歳、
アグレッシブに生きてます。
楽しい人生を送れています。京阪神良い所。
ワイズ・ポリフォニー等出会いは前世から決まって
いた？
出会えた家族や大事な人達とrespectし合う暮らし
を。
見栄と無理は卒業しました。

中村 裕一・麻里 夫妻 4月19日

28年目になります。現下の大変厳しい状況ですが、
なるようにしかならないと達観して、相変わらず食
べ歩きしてます。さすがに恒例のGWのヨーロッパ
はキャンセルしました。残念！

井上 英也・凉子 夫妻 4月21日

52年経ちました。長いようで短いようで、今も２人
元気でいられる事に感謝です。

編集後記

例会も事業も軒並み中止と寂しいところで

すが、今は我慢の時だと思っています。

皆様におかれましてもお体に気をつけてお過ごしくだ

さい。
（青倉）

4月・5月の予定
４月の予定
5日（日）

9日（木）

第一例会：ファミリー例会

役員会

11日（土）

第15回JOCSウォーカソン

19日（日）

リトセン夜桜フェスタ

16日（木）

第二例会：

9日（木）

19時〜

11時〜

19時〜
16時〜

第一例会

５月の予定

19時〜

日航プリンセス

11時〜

鴨川堤防

zoomにて開催

16日（木）

役員会

日航プリンセス

24日（木）

第二例会：早朝例会 8時30分〜

鴨川堤防

かもがわチャリティラン

ウイズキッズ病院コンサート

リトリートセンター

5 月第１例会までは中止です。役員会は zoom で開催します。
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19時〜
報恩寺

zoomにて開催

府立医大
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