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★クラブ会長主題 「み ん な が 会 長 」〜奉仕クラブは誰のためか〜
●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）
古田 裕和（京都トゥービー）
主 題：
「Letʼs do it now!」
副 題：
「2022に向け誇りを持って
All is well.」

☆京都部部長
中村 隆司（京都ウェル）
「人生は一度きり」
〜出会いから全てが始まる〜 』

何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって、互いに相手を自
分よりも優れた者と考え、めいめい自分のことだけでなく、他人のことにも
注意を払いなさい。互いにこのことを心がけなさい。それはキリスト・イエ
スにもみられるものです。
フィリピの信徒への手紙第2章3〜5節

with コロナのウイングクラブ
第34期 会長

34期が始まりました。3月の第2例会から例会が中止になりましたが、6月の引継例
会はなんとか行うことが出来ました。厳戒態勢の中、いつもより1時間少ない2時間の
引継例会でしたが、
ドライバー委員会の皆さんのテキパキとした進行で久々の再会
を楽しむことが出来ました。
コロナウイルスの影響で例会やワークの中止だけではなく、次期に向けての準備
もまた通常とは違う形で進められました。
いつもなら3月に行われる西日本区の会長主査研修会は中止。
ウイングクラブの役
員研修会はホテルの方からキャンセルの申し出がありました。
そんな中でzoomを使った会議がそれらの集まりの代わりに行われました。実際に
やってみるとなかなか意思疎通が図りにくいことも分かりました。
キックオフまでに通
常の三役会・役員会に戻れたのでホッとしています。慣れないzoomでの会議お疲れ
さまでした。
さて、今期はウイングクラブのこれからを考える重要な期だと思っています。
皆さんはこの2ヶ月の自粛期間どのような時間を過ごされたでしょうか？自分の生
き方・働き方を見直す機会になった方も多かったのではないかと思います。
その中で
ウイングクラブの奉仕活動については何か感じましたか？
「早く仲間に会いたい、
ワークに行きたい」
という前向きな思いもあれば、
「予想以
上にワイズに自分の時間が使われたのだな」なんて気づきが会った方もおられるか
もしれません。当たり前が当たり前でなくなることで気づくことがたくさんあったと思
います。
いろいろな年齢層のメンバーがいる割に仲がいいのは、
「ウイングクラブらしさ」
を
全員が共有できていたからではないかと思います。それを揺るがせたのがこのコロ
ナだと私は思っています。
ウイングクラブの品格というものをみんなで再確認し、
より
確固たるものにしていくのが今期のテーマだと思っています。
自分にとってのウイン
グクラブを皆で持ち寄ってより強力なクラブにしていきましょう。
DATA OF JULY
●6月在籍者48名
メンバー
メネット
コメット
ゲスト
ビジター
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天根静也

第１例会
0名
0名
0名
0名
0名

●6月月間メイキャップ者数
●6月月間出席率

7 月の強調テー マ
第２例会
46名
21名
0名
2名
0名
0名
95.83％

0 pt 累計
0 pt
●BFポイント 切手
現金 69,000 円 累計 69,000 円
6月分
●ニコニコ 6月分
9,000 円 累計 159,000 円
●ファンド 6月分
74,000 円 累計 528,662 円

Kick-oﬀ
EMC-MC

新たな自分、そして新たなメンバーを迎え
入れる体勢を心がけよう。

竹園 憲二

EMC事業主任

（京都ZEROクラブ）

三役の抱負
【副会長 佐々木貫二】
三役、役員が楽しく、そしてまとまらなければ楽しい例会、事業
を行う事は無いと思っております。副会長として場の雰囲気作
りそして新しい初めて委員長される方にも動きがわかって頂く
ようなわかりやすいアドバイスなどを行い、1年間盛り上げて
いきたいと思っております。
どうぞ宜しくお願い致します。
またこの一年、
ウイングクラブらしさのある活動ができるよう、
皆んなで盛り上げて行きましょう。
よろしくお願いいたします。
【副会長 木下敬悟】
３４期副会長(次期会長)を務めさせていただきます木下敬悟
です。色々と即決できそうにない課題があり、難しい３４期に
なると思いますが役員の一人として、その課題がウイングクラ
ブにとってよい結果になるように議論・行動しながらも、３５期
に向けて下地をつくっていきたいです。一年間よろしくお願い
します。
【書紀 中村誠司】
もう何度目の書記か分からなくなりましたが、多分在籍期間の半
分は三役をやっていると思います。慣れ親しんだ業務とはいえ気
を抜いてはミスをしますので緊張感を持って努めて参ります。相
方は初めて書記をされる廣部さんですので次に書記をされる時
には教える立場になって貰えるようにしっかりと経験を積んで貰
います（笑）
思い返せば私が初めて書記をさせて頂いた時の相方は谷口Y's
でした。
谷口Y'sほどの安心感は私にはありませんが、廣部さんが不安に
ならない程度には頑張って行きますので皆さまよろしくお願い致
します。
【書紀 廣部仁太郎】
天根会長より
「次期の書記をお願いしす！」
とご連絡をいただき、
僕で大丈夫なのかと躊躇しましたが、
とにかくやろうとお引き受け
しました。
どちらかというとマメではありませんので、書記の仕事は
苦手な分野なのですが、先輩方のご指導を仰ぎながら頑張ります
ので、よろしくお願いいたします。書記の仕事は例会や事業の出
欠確認等、諸々多岐に渡るとのことで恐れてはいますが、LINEの
活用など今後の事も考えて、少しでも効率化できるように模索して
いこうと思います。
【会計 井上英也】
34期会計を小田竜哉ワイズと共に担当することになりました。
コロナの影響で役員研修会もズームで行う等困難なスタート
なりましたが無事キックオフ例会が迎えられることうれしく思
います。私、天根会長のスポンサーでもあり裏方として天根会
長が思う存分天根流を発揮できるよう盛り上げサポートしてい
く所存です。皆さんのご協力お願い致します。
【会計 小田竜也】
先日、予算書(案)を井上Y'sの指導のもと作成している中でウ
イングの中身を少し見た気持ちになりました。今まで何も気に
してなかった運営のお金の部分でこれだけのお金が動いてる
事の実感もできたし、疑問な所もありました。
何も分かりませんし勤まるかも不安ですが、天根会長に恥をか
かさないように勤めたいと思います。１年間よろしくお願い致
します。

委員長の抱負
【本多Ｙサ委員長】
第３４期ＹＭＣＡ・ユース事業委員長の抱負としましては、
ま
ずウイングクラブにとって、
とても大切にしていたソラシドキャ
ンプが新型コロナウィルス拡散防止により中止になったことに
非常に残念な思いではありますが、今だからこそ私たちにしか
出来ない事もあると思いますので中村主事と連携をとり、色々
なワークに邁進したいと思っています。
歴史あるサバエキャンプ場の使用も今年で最後という事なの
で心残りのないように委員長としての責務を全うしたいと思っ
ております。
【山内ＣＳ委員長】
今期、地域奉仕・環境事業委員長は10年ぶりです。思い出せ
ば、新しい出会いで成望館の支援がスタートして、会長と私で
支援先に何度も打合せに行ったのを思い出します。地域奉仕
事業は、Y ʼsメンズクラブの理念である奉仕活動の一丁目一番
地でもあると思います。今期、京都部のテーマ「出会いを大切
にして交流すること」があります。活動を通じて、支援先との交
流はもとより、
メンバー間での例会以外の、有意義な交流の場
になると思います。皆さんの貴重な時間やお力のご協力が
多々必要ですが、積極的に参加頂きまして、
メンバーと活動を
共有して行きたいと思います。
【奥田EMC委員長】
初めての委員長をさせていただく事になりました。当たり前の
事ですが、
まだまだ勉強不足でわからない事だらけ。最初は前
任の西野ワイズが、
メンバーのメンタリングを含め、様々な事
にご尽力されているのを見て、私で勤まるかと不安も感じる
日々でした。
でも皆様から励ましの言葉も頂き、委員長をまか
せていただいた天根会長の期待にもこたえるため精一杯取り
組んでいこうとおもえるようになりました。
メンバーを増やして、
旅行なんかも企画してみたい等、不安と同時に楽しみも広がり
ます。
どうぞ宜しくお願いします。
【長谷川ＩＢＣ委員長】
ＩＢＣ委員長を拝命いたしました長谷川卓哉です。私は、入会
してからＩＢＣ委員会の経験が無くて多々、不安な事もありま
すが、今期１年間をＩＢＣを勉強する良い機会にしたいと考
えております。
メンバーには副委員長の藤田寿男さんをはじめとして経験豊
富な諸先輩方がいらっしゃいますので、疑問に思った事をたく
さん質問させて頂き、
自身の見識を深めていきたいです。
新型コロナウイルスの影響下にあり、事業としてどこまで活動
できるのかは、いまだ想像がつきませんが様々な可能性を模
索しながら任期を全うしたいと思います。
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【岩本ファンド委員長】
【北川ドライバー委員長】
まずはまだ入会して間もない私をファンド委員長に任命頂い 天根会長率いる34期ドライバー委員長を拝命いたしました。
た皆様に感謝致します。
まだまだ新型コロナウイルス影の影響 北川でございます。新型コロナウイルスにより日常生活に大き
が色濃い状況においてファンド委員会を運営するということの な影響が出ている中、私たちのワイズ活動においても、例年通
重大さは想像することすら困難で、
また先代の余ワイズは商売 りに行うことができない状況下におかれております。
これからも
のプロとして大変素晴らしい実績を上げられて後任である私 ワイズ活動に様々な制限が発生してくると思います。例会のコ
自身は正直プレッシャーを感じておりますが、同じファンド委 ーディネートを担当するドライバー委員会にとっては、
このコ
員の諸先輩方のご指導を頂戴しつつ出来る限りのことをする ロナ禍において一番大変なセクションとなったと感じておりま
所存であります。
す。
ウイングはコロナに屈しない強いクラブ!それを乗り越え今
以上に元気になれる例会を委員会一丸となってコーディネー
【谷口ブリテン委員長】
トしていきたいと思います。
34期ブリテン委員長の谷口です。
たぶんブリテン委員長は2回
目になると思います。
もっとも不得手な分野ですが、皆さんの 【森本サバエ特別委員長】
協力を得ながら1年間ご迷惑をかけることなく務めさせていた サバエタスクチームは解散致しますが、
それに代わるもの見つ
だければと思っています。新型コロナの影響で、例会や事業が かるまで、yサ事業をサポートしていきたいと思います。今まで、
中止されることもあるかと思いますが、新コーナーを設けてメ サバエでやってきたことをドンドン活かして、
ウイングメンバー
ンバーに紙面で熱く語ってもらおうと思っております。
ブリテン で知恵を絞って、サバエに代わる何かを今期中に構想して、少
の月初1日発行には、原稿〆切厳守があってこそですので皆様 しでも実践していきたいと思います。直前会長としては食に関
のご協力をよろしくお願いします。
わること、すなわち食物を作ることで何かできないか？考えて
おります。
また皆さんの温かいご意見を賜りたいと思いますの
で、何卒宜しくお願いいたします。

6月の例会
引き継ぎ例会
日時：6月21日(日)18:00〜20:00 ホテル日航プリンセス京都
司会：山岸ワイズ プログラム：「引継ぎ例会」
（会長・三役・委員長）

年初からのコロナウィルスの蔓延で３月から６回連続で
例会が開催できない状態がつづきましたが，３３期・森
本会長期の締めくくりとして，６月第２例会が，無事，開
催されました。ホテル側との調整などご尽力いただいた
ドライバー委員会の皆様に御礼申し上げます。
コロナ対
応ということで例年より短時間での例会となりましたが，
中西ワイズへの追悼，中西彬ワイズの入会式，懸案だっ
たドロップしかかったメンバーとの関係再構築の発表，
各委員長及び三役の引継式＆花束贈呈，森本会長１年
を振り返る映像の上映など，中身の濃い時間となりまし
た。
なかでも，会長表彰として，入会の新しいメンバーで委員
長として活躍した松井ワイズ・廣部ワイズ・余ワイズ，
ノン
ドロップに貢献した西野ワイズ，
スポンサーとして自らを
支えてくれた島本ワイズを選出したことには，森本会長
の当クラブ及び３３期によせる思いがあらわれていたと
感じました。
（錦織 秀臣）

3

Kyoto Wings Bulletin 7/2020

Happy Birthday
なんと60歳に成るらしいです？？？子供のころ６０歳と言えば
オジサン、おっさん、おじいさん！そんな感じに思っていた様
に思います。私は今の子供達にはどの様に思われてるんです
かね〜？仕事と時間に追われてまだまだ老け込むわけには行
きません。

岩本 ひとみ 7月20日
今年で49歳になります。山城高校時代に夫との交際が
始まり31年間共に歩んで今に至ります。現在も島津製作
所に勤務中でありこれからも夫以上にバリバリ稼いで
豊かな老後を共に迎える所存です。夫婦共々よろしくお
願い致します。

錦織 千文
7月7日
例年以上に，家族みな無事に誕生日を迎えられたことを
幸せに感じています。

子供も大きくなってきたので、自分の仕事の時間を増やせて
いける年にしたいと思います。

山岸 裕明

7月4日

森野 茂
7月9日
56歳になりました。今、
このコロナ禍で旅行業界が最大
のピンチで自分の会社も仲間も大変な方々が多い中で、
今年はやはり手放しで喜んだり、お祝い気分にはさすが
になれません。ただ、
この機会に自分に何が出来るか試
されてるのかもしれません。
もう一度、
自分の人生をじっ
くりと考えてみたいと思います。

小田和佐

7月20日

藤田一美

7月22日

右手首手術を受け、早くも8ヶ月が過ぎましたが、強張りと痺
れを残し、もう一生行けないと諦めてたゴルフラウンドも(ハ
ート)寿男に誘われ回れ、喜んでいます。
また、久しぶりに会えたウイングの皆さん会えて、
うれしかった
です。ありがとう。

Happy Anniversary
篠原 きよ美 7月11日
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。
58歳になります。ウイングメネットに仲間入りさせてい
7月1日
ただいて30年。若手メネットと呼ばれていた日は遠く、 岡山 聡・麻美夫妻
気が付けば健康寿命が気になる今日この頃ですが、Tメ 結婚3年目になります。今年は息子が誕生し、ますます「家族」
ネットより口の調子は絶好調とお墨付きを頂いたので というものの暖かさを感じるようになりました。これからも３
人仲良く暖かい時間を過ごしたいと思います。
体調も絶好調となる様に努力します
今村 夏美

余

7月11日

東達・景子夫妻

7月4日

青倉国士・智子夫妻

7月7日

結婚して早いもので10年になります。奥さんに気を使う毎日
ですが、コロナでの自粛中は、Netﬂixの韓ドラ
「愛の不時着」
を仲良く2人で見てました。結婚して2人でドラマや、映画を見
ると言うのは、初めてで、新鮮な感じでした。
今期も始まったばかりですが、一年よろしくお願いします。

早いもので、娘も来年小学生。
日々彼女の成長とチャレンジ精
神に驚嘆しています。
47歳も家族が元気で仲良く過ごせるようにパワフルでありた
いと思います！

山内 薫
7月19日
コロナ対策で自粛生活をしている中、今まで何の活用も
してなかった裏庭をDIYして、おうちバーベキューなどを
して楽しんでいます。
また、新しい事を見つけて、
どんどん楽しみを増やして行
こうと思います。

今年で22年になります。
新型コロナウイルスの影響で約３ヶ月間、ほぼ毎日家族揃っ
て過ごしました。
ご飯を食べ、ゲーム対戦をし、他愛もない会
話をしました。
まだまだ大変な時期は続くと思いますが、家族
仲良く過ごせたらなと思います。

7月・8月の予定
7月の予定

8月の予定

2日（木） 第一例会：定時総会

19時〜

Ｈ日航プリンセス

6日（木）

5日（日） サバエ開設ワーク

9時〜

サバエキャンプ場

19時〜

三条ＹＭＣＡ

12日（日） サバエ開設ワーク

9時〜

サバエキャンプ場

18日（土） 第二例会：納涼例会

18時〜

一寸法師

9日（木） 役員会

第一例会：ゲストスピーチ

19時〜

Ｈ日航プリンセス

20日（木）

役員会

19時〜

三条ＹＭＣＡ

27日（木）

第二例会：ソラシドアワー

19時〜

Ｈ日航プリンセス

YMCA NEWS : サマーキャンプ・サマープログラム情報
夏休み中の子ども達のためのサマーキャンプとスイミング・体操のサマープログラムの日程等が決まりました。
詳しくは、QR コードを読み取ってご覧になれます。お問合せ：京都 YMCA ウエルネスセンター
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