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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

「C O R E に な る 時

それは今」

●今月の聖句 自分たちの今していることは、大海の一滴にすぎないと思っています。けれど、もし
その一滴がなかったら、大海もその一滴のぶんだけ少なくなってしまうでしょう。も
のごとを大規模にやるという方法に、わたしは不賛成です。わたしたちにとって大切
なのは、ひとりひとりです。

☆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！〜 』

「副会長として1年を振り返って」

天根静也

現在コロナウイルス感染予防のため、例会やワークがすべて中止され
ています。今月はお寺での早朝例会も予定していただいていたのですが、
それも叶わずとても残念に思っています。1日も早くこの事態が収束に向
かい、皆さんとまた一緒に活動できる日を楽しみにしています。
そのことはさておき、森本期の自分の1年を振り返ってみたいと思いま
す。副会長になる前の期が書紀をしていたので、その時のことを思えば、
今期はとてもゆっくりした期になりました。
その分いろいろ人のこと特に森本会長のことを観察する機会がとても
多くなりました。
もし自分が会長だったらどうするだろうかと思いながら注
目しているのですが、森本さんがいろんな行動に出られる度に、
「ああ、僕
にはそういうことは真似できないなあ。
」
と思うことばかりでした。皆さんに
はどう映っていたかは分かりませんが、僕には会長がウイングを愛し、
メン
バーを愛し、それを一所懸命行動に移される人なんだなあと映ってきまし
た。僕にはそこまでの熱さはないのかもしれません。
その会長の行動が少しづつ時を重ねメンバーみんなの心を掴み、今は
とてもまとまった素敵なクラブになっているような気がします。
クラブは毎期同じような内容を繰り返すようでも、その期、その期の会長
の課題というかやるべきことが必ず用意されているのだなあと今期副会
長として関わらせてもらって改めて確信しました。
さて、私の次期の会長としてのお役目は一体何なんでしょう？1年後「あ
あ、私はこのために会長に選ばれたんだな」
って思えるように今はしっかり
次期の準備をしておきたいと思っています。
DATA OF April

CHARTERED 21.NOV'87
CLUB OFFICE
SANJYO-YANAGINOBANBA
NAKAGYO-KU, KYOTO 604-8030 JAPAN
TEL（075）231-4388 FAX（075）255-2805

マザーテレサのことば

●4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
0名
0名
0名
0名
0名

●BFポイント 切手
現金
4月分
●ニコニコ 4月分
●ファンド 4月分

0 pt
0円
0円
0円

●4月月間メイキャップ者数
●4月月間出席率

第２例会
0名
0名
0名
0名
0名
0名
0％

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

5 月の強調テー マ

LT

ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟを学んでください！ｸﾗﾌﾞ･部･区な
ど､あらゆる機会にﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟの学びの場が

あります｡全てを有意義に捉え､ｽｷﾙｱｯﾌﾟをし
て､ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟを身に着けてください。
鵜丹谷剛ﾜｲｽﾞﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ開発委員長
（神戸ｸﾗﾌﾞ）

４月の例会

【インターネット役員会】 会計 上田敦

【ドライバー委員長より】

世界中で新型コロナウイルスが蔓延しています。
仲間と会い、一緒に食事をし、いろいろな話をした

ドライバー委員長

山岸裕明

今回の新型コロナウイルスによる先も見えない、か

たちも見えないものとの闘いはいつまで続くのでし

ょうか・・・
！

世の中は仕事も大変ですが、心理的にも大変で、何

とか早く収束する事を願うばかりです。

今年のドライバー委員会では「お金でスピーカーを

安易に呼ぶのではなく、例会の中身を大切にしよ

う」
と言う事で進めて参りました。

そう言う意味で３月のキャピタルクラブの重鎮であ

る岡本さんの話、そして何度も下見をして準備をし
たファミリー例会、そしてサバエキャンプ場を考える
熱い例会を企画していましたにも拘らず例会が中
止になった事は残念で成りません。例会は月に２回

メンバーが集い例会の内容によって意識の高揚や
熱い想いを共有できる場だと考えます。

引き継ぎ例会までに何度の例会が可能なんでしょう
か？でもウイングのメンバーは（新型コロナウイルス

による休会）
こんな事ぐらいで崩壊する絆では有り

ません！

例会が復活する時をおもいっきりワクワクしながら

お待ちください！

その時は握手もしっかり力強くで・・・
！
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り、握手したり、抱き合ったり、今までごく普通にし
ていたことが今はできません。
こんな状態がいつ

までも続くと、人の温もりを忘れてしまいそうな不

安に陥ります。
しかし、人は工夫する生き物です。
苦境に立たされても何クソと頑張ってきたからこ

そ今の文明があります。直接会っちゃいかんという
ならネットがあるじゃないか。
というわけで、４月

の三役会と役員会は、インターネット上のビデオ
通話を使って開催しました。皆さん最初は及び腰

でしたが、使い方を手取り足取りお伝えすると、
さ
すが我がウイングクラブのワイズメン、皆さん器用

に使いこなされ、無事に会議を終えることができ

ました。今どきのコミュニケーションも、そう悪くな
いですよ。

【今のリトセン】

4月17日のリトリートセンターです。

リトリートセンター架橋プロジェクトの最後を締める
記念プレートのシートが出来たと言う事で見に来ま

したが、桜は8分咲きぐらいです、19日の夜桜フェス
タが有れば、久しぶりに良い感じの夜桜フェスタだ
ったのにな〜と思います。

来年に期待したいです。
（青倉）

はなれていてもつながっているキャンペーン
のポスターができました
公益財団法人日本 YMCA 同盟では、コロナウィルス拡
散、感染防止のため、「# はなれていてもつながってい
る」キャンペーンを展開しています。
# はなれていてもつながっているキャンペーンは、私
たち一人ひとりとその周りにいる大切な人たちのいの
ちを守るためのキャンペーンです。
今は、物理的な距離を取らなくてはいけない時。自分
の日常を変えていくことは、簡単ではありませんが、
ほんの少し創造的に毎日を過ごしてみましょう。
会えない人に電話をしたり、近隣の人に挨拶をしたり、
医療や福祉に従事している方への励ましを言葉にした
り。今をポジティブに乗り越える方法を探してみましょ
う。
安全のために、はなれていても、わたしたちはつながっ
ています。
このことを、少しでも多くの方へ伝えたいと願い、多
言語のポスターを作っています。
あなたと、あなたの周りの誰かのいのちを守るために。
いまこそ、ポシティブネット。
ポシティブネットは、互いの存在や個性を認め合い、
高めあうことのできる、善意や前向きな気持ちによっ
てつながる、YMCA が提唱するネットワークです。
日本 YMCA 同盟
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Happy Anniversary

Happy Birthday
西沢 剛

5月14日

5/14で65才、
とうとう前期高齢者の仲間入り。
この原稿

書いてる4/19現在緊急事態宣言下のもと外出自粛要請
中。なのにいつも通り診療。COVIDに感染リスク高い歯
科医療従事者かつ高齢者なのでウイングの中で一番危

西沢 剛・いずみ 夫妻

5月4日

5/4で38年目です。その日沖縄で双子の孫と過ごす予定
がCOVID騒ぎでキャンセル。

外出できずこんなに嫁さんと家で過ごす時間が多くな

ったのは新婚当時以来！
ないのは私です。次の例会無事に出席できたらいいの
バースデー・アニバーサリーは、

ですが。

篠原 寿一・きよ美 夫妻 5月12日

岡山 麻美

結婚31年目になります。長男も結婚して、長女も今年か
メンバーのみの公開となります。

5月14日

ら社会人1年生、子育てから手が離れて去年から暮らし
今年は母親1年生。
どきどきとワクワクでいっぱいですが、 始めた子犬ジャックラッセルテリア元気で、運動量豊富
息子の成長に負けず、私も成長していきたいです。
朝晩の散歩に追われる毎日、おかげさまで3キロ痩せま

そして産後太りから脱却して、
スレンダーママ（いやいや
欲張らずに標準体型ママかな？）になります！

中村 誠司

した。

岩本 直己・ひとみ 夫妻 5月22日

5月19日

コロナショックで普段の日常を失い曜日感覚もおかしく
なってる中誕生日を迎えます。

プレゼントは1日も早い終息かな！切なる願いです。

今年で出会って３２年目、結婚して２１年になります。

ここまで長く共に歩んできたのだから、

この度の窮地も共に絶対に乗り越えて行こうと思ってお

ります。

【次期役員研修会を行いました】4月26日（日）
例年であれば五条の秀峰閣で行っている次期の役
員研修会ですが、
こういうご時世なのでこちらも

zoomで行いました。立てている事業計画自体が本

当に次年度実施できるのかそんな不安もよぎりまし

たが、状況に応じて臨機応変に対応していかないと
仕方ないかなと思っています。
こんな機会は早々な
いので一度皆さん「自分にとってワイズとは？」
とい

うことを見つめる機会にしていただければと思いま
す。
（次期会長

天根）

写真下のほうが切れて森本さん、小田さん、岩本さんが写って
ませんが、全員参加で行えました。

5月・6月の予定

６月の予定

５月の予定
7日（木）
7日（木）
24日（木）

第一例会：

役員会

ウイズキッズ病院コンサート

第二例会：早朝例会

かもがわチャリティラン

19時〜

19時30分〜
13時〜

8時30分〜
11時〜

日航プリンセス
三条ＹＭＣＡ

府立医大

報恩寺

鴨川堤防

4日（木）

第一例会：

11日（木）

次期役員会

18日（木）

引継役員会

13日（土）14日（日） 西日本区大会
21日（日）

第二例会：引継例会

19時〜

19時30分〜
19時30分〜
18時〜

編集後記 4月は例会も事業も全て中止となりましたので、
ブリテン5月号はこの様な形になってしまいました。
新型コロナウイルスが一日も早く終息するよう、5月6日までは不要不急の外出を控えるようにしましょう。
次号のブリテンも厳しい状況だと思います。
（青倉）
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日航プリンセス

三条ＹＭＣＡ

日航プリンセス
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