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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」

●5月在籍者46名

●5月月間メイキャップ者数
●5月月間出席率 ０％
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DATA OF May 6月の強調テーマ

評価と引継ぎ
定めたｺﾞｰﾙの達成度を評価し､次期へ繋がる
形で正確に引継ぎをしよう。

戸所岩雄理事（彦根ｼｬﾄｰｸﾗﾌﾞ）

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
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第２例会
0名
0名
0名
0名
0名
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　今期３３期を務めさせて頂いております　森本賴和でございます。
早いもので、残すところあと１ヶ月ほどで任期満了となります。
前代未聞かつ消化不良の33期でしたが、楽しかったです。というより
楽しんで会長をさせて頂きました。 　
　今年最初の事業である百合会の新年会で、百合会の皆さんと一緒に
踊ったことが、今となっては大変印象深く残っております。
　２年前に会長選考会で、次々期会長に選んで頂き、その翌年に副会
長として佐藤会長のもとで勉強させて頂き、無事会長に就任することが
できました。 　 　 　 　
　この１年、自身にとって良い期間であり、自己成長させて頂いたと感
じております。コロナウイルスの影響がなければと思う今日この頃です
が。
このような状況下でウイングクラブの会長として自身の在り方、行動に
ついては、日々色 と々試行錯誤しております。
　今年で５５歳、有意義な生き方をさせて頂き、今後の我が人生にお
いても良い糧になったと感じております。 　
　ウイングメンバーの方々には少しでもお役に立てるように、あと僅か
ですが、無い知恵を絞りだしていきたいと思います。
だからもう少しだけお付き合い下さい。

深謝！！

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

☆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！～ 』　

「感　謝」

今月の聖句「マタイによる福音書　５章３８節～４２節」は、
3pをご覧ください

森本賴和



2　Kyoto Wings Bulletin 6/2020

１年を振り返って
（１）今村 隆宏 副会長

（２）廣部 仁太郎 Yサ委員長

33期のウイングクラブを振り返ると、
森本会長から一昨年の11月に副会
長を指名して頂いた時からスタート
した。お互いに仕事が忙しい中、『仕
事が忙しいからという愚痴だけは
言わないでやろう！！』という約束をし
て、その場で三役を決めさせて頂き、
慌ただしくスタートをした。山岸ドラ
イバー委員長の大好きなライブハウスでの納涼例会。石田ワ
イズと中西ワイズの ♪上を向いて歩こう♪を思い出すと涙が
溢れます。8月の青い空と白い雲のキャンプでは必死でお祭り
男を演じて頑張っていた前田ワイズ。そして何といってもビック
リしたのがピンクヘアーのサバエ族で登場した中西ワイズ。9
月の京都部会では京都部の各会長から『我がクラブの5年後
10年後を語る』と題したスピーチが披露されました。他クラブ
がメンバー増強に力を注ぐ！！というスピーチが多い中、森本
会長は新しいメンバーを委員長に抜擢し、できる限りメンバー
全員で助け合い、若いメンバーを育てて大切にしていく事を強
調されました。そして10月23日午前1時55分、中西康晴ワイズ
が逝ってしまった。とても悲しい出来事でした。12月第一例会
を追悼例会とし、今までウイングの中心メンバーとして活躍さ
れたことを惜しみ、多くの方に来て頂き良い例会となりました。
12月のクリスマス例会をどの様にするのか、役員やメンバー
間での葛藤もありましたが切り替えて前に進む事が出来まし
た。下半期は新型コロナウイルスの影響で様々な活動が無く
なりましたが、会長主題にもある『ＣＯＲＥになる時 それは
今』を忘れずに実行されている。ウイングのメンバーを本当に
大切に想ってくれている。僕はそんな
森本会長が更に更に大好きになりました。ありがとう！！お疲れ
様でした。

ウイングに入会して2年目で、まだ事
業の内容や諸々の事もわからない
ままにYサ委員長を仰せつかり、か
なり困惑の中で「なんとかなるやろ」
とお引き受けしたものの、内心ヒヤ
ヒヤしながら、毎回手探りのような心
境で事業に取り組んでまいりました。
今期はコロナの影響で下半期の事
業がほぼ中止になってしまい、「志半ば」な感覚も残りはしたの
ですが、一番取り組みたかった「青い空と白い雲のキャンプ」
にも腰を据えて取り組むことができ、わからないながらにもYサ

委員長という視点からキャンプ全体を通して見れたことは、大
変意義深く、また感慨深いものになりました。物品の購入先や
人の流れなど、ひとつひとつが本当に「イチから知る」ところか
らで、先輩方に助言をいただいたり、助けていただく中で、委員
長として仕事をしたというよりは、全てにおいて実施で勉強さ
せていただいたという感覚が正直なところです。皆様本当にあ
りがとうございました。リーダー時代からほぼ30年を経て再び
YMCAの活動に参加となったのですが、精神や根底にある感
覚のようなものは全く変わらずにあり、ホッとしたのがこの一年
を振り返った時の一番大きな印象です。大好きだったYMCAを
長年に渡って支援してこられた先輩の皆様方に本当に感謝の
思いが募っています。恐らく人生で忘れる事ができなくなって
しまった中西ワイズの遺志を引き継いでいけるようこれからも
ワイズメンとして頑張ってまいります。

（３）松井 敏文 CS委員長
前委員長が突然の雲隠れから、ウイ
ングクラブ入会半年の何もわからな
い素人がCS委員長の立候補を勝手
に名乗りを上げ未経験ながら支えて
頂いた森本会長、CS委員会の皆様、
役員会の皆様、温かい目で見守って
いただいたウイングクラブのメンバ
ー様にも感謝いたします。心残りな
のが前委員長の支えが出来ていなかったことを反省するばか
りです。このCS委員会で多方面の方 と々の繋がりが出来たこと
は人生の財産となりました。去年頃は私事としてはイケイケド
ンドンで進めていましたが、今年に入り色々な行事が世界的な
流行り病により感染防止ということで次々と中止になり非常に
残念な結果となりました。政府の緊急事態宣言が延長されて
次期の各種委員会や月例会、行事にも影響を及ぼすであろう
と思われます。３つの密(密閉、密集、密接)の回避によりオンラ
イン会議ZOOMなどこれまで接していないツールを役員会で
使用するという新たな試みも使用されて新しい形態に代わる
節目になっているように感じます。暦で鼠年はこれまでの１２
年と違い新たな１２年の始まりと聞いております。これまでの
前例からの流れで今年度もという流れでなく新たなウイングク
ラブ。新たなCS委員会として邁進して頂ければクラブとして飛
躍出来るのではないかと考えています。最後に短気な自分を
時折見せてしまい、一部の方に不快な思いをさせてしまい申
し訳ございませんでした。



6月の予定

６月の予定
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編集後記　今期最後のブリテンです。5月も新型コロナの
影響で例会、事業とも全て中止です。
と言うことで、先月号同様にこういう形になりました。今期
は写真を沢山掲載すると言っていましたが、５月号に引
き続き最終号も文字の多いブリテンとなり残念です。
なんとか引継例会は行いたいです。（次期ブリテン委員長
谷口Ys、引継例会は写真多めでよろしくお願いします。）
（青倉国士）

今月の聖句「マルコによる福音書１２章４１節～４４節」
あなたがたも聞いているとおり、『目には目を、歯には歯を』と命じられている。
しかし、わたしは言っておく。悪人に手向かってはならない。だれかがあなたの右の頬を
打つなら、左の頬をも向けなさい。
あなたを訴えて下着を取ろうとする者には、上着をも取らせなさい。
だれかが、一ミリオン行くように強いるなら、一緒に二ミリオン行きなさい。
求める者には与えなさい。あなたから借りようとする者に、背を向けてはならない。

 4日（木） 第一例会： 19時～ 日航プリンセス
11日（木）              次期役員会 19時30分～ 三条ＹＭＣＡ
13日（土）14日（日）　西日本区大会 　　　
18日（木）　　　　引継役員会 19時30分～　　 
21日（日） 第二例会：引継例会 18時～ 日航プリンセス
 

 
 

三条ＹＭＣＡ会館貸館利用を再開いたします

三条本館ご利用について、6月 1日（月）より再開い
たします。
新型コロナウィルス感染拡大防止のための、お部屋の
定員の設定、利用に際してのお願いをワイズメンズク
ラブ京都部より、各クラブ会長またはメール委員宛に
送信しておりますので、ご確認いただき、ご協力賜り
ますようお願い申しあげます。

5月13日のサバエです。とてもいい天気でした。が、
昨年の今頃はサバエオープンフェスタの為に駐車
場などの草刈をしていました。　
手入れがされていないので少し荒れていました。い
つもと違う景色のサバエ、寂しかったです。
（青倉国士）

【今のサバエ】



北川 雅俊・明美 夫妻 6月6日
結婚して27年目に突入いたしました。

いつもは別々で飲んで帰ってくる夫婦ですが、

コロナの影響で二人で家飲み家飯する時間が

増え、二人楽しく仲良く過ごしています。

佐々木 貫二・啓恵 夫妻　6月11日
このご時世でコロナの事ばかり考えていて結婚記念日

の事忘れてた。しかも今年は記念すべき20回目の結婚

記念日、二人で豪華な食事行こうと言うても嫌や、四人

で行こうと言ってくるし、二人で1泊旅行行こかと言うと

一言無理で終わらされるし、一体どうすれば！？

上田 敦・亜季 夫妻　6月15日
このGWは断捨離の毎日でした。

まあ出るは出るは。45リットルのゴミ袋が16コも出まし

た（5月7日現在、まだ進行中）。

家がきれいになると気持ちも落ち着くのか、断捨離後の

夫婦仲は円満です。

17回目の結婚記念日です。波風立てずにおとなしく生き

ていきたいと思います。

谷口 豊　6月3日
6月3日で62歳になります。還暦を迎えてからあっという
間に2年間が過ぎようとしています。また太りだしてきた
ので減量に心がけ、体調管理に注意して1年でも長く仕
事を続けられるように頑張りたいと思います。

青倉 国士　6月11日
今年で56歳になります。例年今年こそは痩せると言いな
がら実行には至っていませんでしたが、
今年は息子が学校休みの3月から毎日野球の練習(最後
にランニング）で、すでに4キロほど痩せました。
目標は76キロ。頑張ります。

藤田 正純　6月18日
6月18日で62歳になります。
日々体力の衰えを感じる今日この頃（汗）
今年に入り腸腰筋だけでも鍛えようと頑張っており少し
成果が出てきた様な気がします。
適度な運動をし免疫力を上げて健康な一年を過ごそう
と思います。

天根 静也　6月22日
49歳になりました。バースディーの原稿を見ていると皆
さん健康について何かしら気にしているみたいですね
笑。僕も子どもたちが休校の間は運動不足解消のため
に奥さんと朝にノルディックウォーキングというポール
を持った散歩を朝にしていたのですが、学校も再開して
中断しています。これからの時期は草刈りを頑張って身
体を整えていきたいと思います。
次期に向けて前進と後退を繰り返しているような状態
なんですが、どうぞ来年いい50歳の誕生日を迎えられる
ようにご協力の程、よろしくお願いします。

岩本 直己　6月22日
自粛要請を受け自店舗を休業し収入が０に。
ヤケッパチになり気がつけば自転車に乗りしまなみ海
道経由で四国まで行ってしまいました。
今年で49歳。『不惑』どころかブレまくっていた40代をな
んとか乗り越えて明るい50代を迎えたいものです。

北川 雅俊　6月24日
56歳になりますが、相変わらず体型はワイズ太りで

やばいです!!さらに今回はコロナ太りで激ヤバです!!

「今年こそは、ダイエットしてスリムになるんだ!」と

夢見ております。

上田 敦　6月28日
最近、パーソナルトレーニングに通い、筋トレを始めまし

た。この歳になって新しいことを始めるのは最初は億劫

ですが、この歳だからこそ、小さな「達成感」の積み重ね

は大切なことだなと実感しています。

52歳になります。まだまだやりたいことはたくさんありま

す。がんばります。

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。


