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★クラブ会長主題
●今月の聖句

ヨハネによる
福音書
6章
37節から40節

「みんなが会長」～奉仕クラブは誰のためか～

DATA OF JULY 8月の強調テーマ

Youth
Activities

若者が大きく成長する夏。ユースの活動を
バックアップして忘れられない夏を作ろう。

益国隆人　Y･サユース事業主任
（広島）
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去る6月21日に３３期引き継ぎ例会・7月2日に34期定時総会が無
事に執り行われ、6月28日にリトセン準備ワーク・7月5日・12日にはサ
バエ開設ワークが行われた。
例年では何ら特別なことではない、普通の例会・事業の内容である
が今年に限っては意味合いが大きく違いすぎる。他クラブでは、引き継
ぎ例会を行わなかったクラブや退会者が多数出たクラブ、年内活動を
休止するクラブなど西日本区や京都部でさえ半期は活動を自粛されま
す。そのような状況下の中でも、ウイングクラブは引き継ぎ例会・定時
総会・リトセン・サバエのワークを色々な制約を設けながらも行うこと
ができた。中止すること自体が悪いことではないが、しっかりとした制
約の中で活動すれば例会・事業も安全に行うことの事例を示すことが
できたのであろう。この決断をされた、直前会長と今期会長の最大の功
績の一つだと思います。堅苦しい文章になったが、ウイングメンバーの
顔を直接見て例会や委員会・暑い中でのワークはすごく楽しく・すごく
充実感があった。今期以降に残されている課題はたくさんありますが、
メンバーの皆さんのご意見や助言なしでは解決できない内容ですの
で、ご協力をお願いします。

会　長 President 天根静也／Shizuya Amane
副会長 VicePresident 佐々木貫二／kanji Sasaki・木下敬悟／Keigo Kinoshita
書　記 Secretary 中村誠司／Seiji Nakamura・廣部仁太郎／Nitarou Hirobe
会　計 Accountant 井上英也／Hideya Inoue・小田竜也／Tatsuya Oda

木下敬悟
活動できる喜び☆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：「Let’s 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～ 』　

●7月在籍者46名

●7月月間メイキャップ者数
●7月月間出席率 87.8％
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父がわたしにお与えになる者はみな、わたしのところに来ます。そしてわたしのところ
に来る者を、わたしは決して捨てません。わたしが天から下って来たのは、自分のここ
ろを行なうためではなく、わたしを遣わした方のみこころを行なうためです。わたしを
遣わした方のみこころは、わたしに与えてくださったすべての者を、わたしがひとりも
失うことなく、ひとりひとりを終わりの日によみがえらせることです。事実、わたしの
父のみこころは、子を見て信じる者がみな永遠のいのちを持つことです。わたしはその
人たちをひとりひとり終わりの日によみがえらせます。
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7月の例会

最近はまるで第二波が来たかのような感染者数で心配してい
ましたが、無事に納涼例会ができて良かったです。これも天根
会長の日頃の行いのおかげだと思っていたのですが……例会
の挨拶は本来なら次期会長の木下ワイズなのですが、残念な
がら仕事の都合で欠席。それではと天根会長に挨拶をお願い
するはずが、すっかり今日の例会を忘れてしまっていたらしく。
急きょ直前会長の森本ワイズ が挨拶されました。天根会長の
アクシデントに少し喜ばれているようでした。
途中、テーブルごとに参加する肉のグラム当てクイズがありま
した。森本前会長のテーブルが最優秀を取り、分厚い720グラ
ムのステーキをゲットされました。
ちなみに私達のテーブルは最下位で、ほんのわずかな肉を頂
戴しました。これも全てS ワイズ の責任です。
全員参加の格付けクイズでは私のテーブルは2問目で全員が
不正解になり何の商品もいただけませんでした。優勝した中村
誠司ワイズ は100グラム数千円のお肉を1キロ獲得していま
した。羨ましいです。
新型コロナの不安が続く中、ドライバー委員会のご苦労により、
とても楽しい時間を過ごせました。ありがとうございました。
天根会長、8月第一例会は大丈夫ですか～　（青倉国士）

第２例会

２０２０年７月２日木曜日、第３４期キックオフ例会が開催
されました。多くのワイズメンが参加し、盛会となりました。天根
会長は、鈴を鳴らす如く靭やかな手つきで開会点鐘されたの
に続き、初めての会長挨拶では、「ウイングクラブは、メンバー
数も多く、年代も幅広く大変恵まれている。今期、京都部が上
半期の活動を停止する中、ウイングクラブがワイズメンズクラ
ブの活動を牽引することになるだろう。」というようなお話をさ
れました。食前感謝の後、木下次期会長のご発声による乾杯、
食事と続き、第３３期の事業報告、決算報告に移りました。第
３３期の後半は、例会が３ヶ月に渡って中止になり、事業も中
止となってしまいましたが、そんな暗い状況においても、森本
会長の人柄とポジティブシンキングがメンバー間の結束を繋
ぎ止めてくれたような気がします。第３４期は、新型コロナの
心配がまだまだ残る中で手探りの船出になると思いますが、天
根会長の冷静沈着さと豊か
な発想が、ウイングクラブを
新たなステージへと牽引して
くださるだろうと思います。
天根会長、１年間よろしくお
願いします！　（上田敦）

第１例会

日時：7月18日(土)18:30～21:00　一寸法師
司会：北川ワイズ　プログラム：納涼例会

日時：7月2日(木)19:00～21:00　ホテル日航プリンセス京都
司会：北川ワイズ　プログラム：キックオフ例会「総会」　
第33期報告、第34期事業計画・予算など

コロナウイルスの影響でクラブ活動も大変な中、
入会式を取り行っていただきありがとうございま
す。父親（中西康晴ワイズ：享年70歳）の熱い思
いを受け継ぎ、奉仕活動に取り組んでいきたい
と思います。
仕事では家業である電気工事業を継承するた
めに日々勉強に励んでいます。
休日は専ら家族サービスとたまにストレス解消
に学生時代から続けているラグビーで汗を流し
ています。また、前職が種苗業界にいたため趣
味の一つに家庭菜園をしています。
仕事も趣味も奉仕活動も汗をかいて泥だらけに
なってこそ良いモノができると思っています。こ
んな僕ですがどうぞよろしくお願いいたします。

新人紹介

中西 彬
(6/21入会)
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7月の事業参加

「サバエのワークに参加させていただくのは、ずいぶん久しぶ
りのことになります。天気予報では雨となっていたので心配し
ていましたが、大きく崩れる事はなく、スムーズにワークに入る
事が出来ました。
入会してからも何度か参加させていただいたワークが、今年で
最後となることに、最初実感がわきませんでした。
私自身ウィングの中では若手では有りますが、サバエキャンプ
へは入会前から参加していた事もあったため、今年が最後だと
思うとより力が入ります。草刈機の使い方など、数度の参加で
はまだ慣れていない作業も有りましたが、先輩たちに丁寧に教
えてもらい、とても快適に作業が出来ました。
また今回のワークには、昨年入会の新メンバーの方も積極的
に参加くださいました。私も含め機材の扱い等なれていない
部分も有りましたが、「ウィングの一員としての実感がより感じ
られた」と活動に参加できる事に大きなやりがいも感じてくだ
さってました。今まで御世話になった、サバエキャンプ場に御
礼をするという意味でも、本当に参加できてよかったと思いま
す。（奥田　健登）

日時：7月5・12日　場所：サバエキャンプ場

サバエ夏季開設準備ワーク ウイングクラブは３4年を超える成熟した、大人のクラブ
に成長しました。
クラブ発足当時は、平均年齢も若く(３8歳？)これから新
しいクラブで、色々な事に挑戦して、多くの方々と出会っ
て、いろいろな知識や経験を得ようと熱く燃えていました。
役員会の議案も当然熱く論議していまし、委員会は委員
長宅、または各委員会宅で議論していました(深夜まで)
現在はＹＭＣＡサービスのリトセンや、サバエのワーク
の決め事は、日時、集合時間、予算、参加人数、食事、熱中
症対策、などが中心で、本来の目的が希薄になってきて
いるように思えます。もちろん発足当時は、事業数も少な
く余裕を持って議論していましたが、現在はＹサ事業数
も多く年間１５回以上CS事業が７回、EMCやIBCなどの
事業を合計すると３０回以上の事業は、多すぎると思い
ます。でも今すぐ減らして行こうと言うのではありません。
それぞれの事業に関係性ができているので、簡単ではあ
りません。ただ、集中する事業、参加お願いする事業と強
弱をつけるのはいかがでしょう。話は戻りますが、役員会
で、議案を検討する場合、目的や手段を論議し、実行する。
そして、その結果を評価する。最近のウイングは手段ばか
り話して、目的や結果を評価、反省が抜けていると思いま
す。サバエやリトセンの草刈り、整備は青少年育成活動
なのです。車いす駅伝サポートは、ボランティア社会の構
築です。ここで提案ですがYMCAオリエンテーションを例
会で受けてみてはいかがでしょう。

「いまのウイングに思うこと」
篠原寿一

YMCA NEWS :
１．京都ＹＭＣＡ国際福祉専門学校 介護福祉学科　
　　オープンキャンパスのお知らせ

２．ＹＭＣＡ三条保育園入園希望者説明会のお知らせ

日時：８月２２日（土）午前１０時～１２時　
　　　おいしい！やさしい！みんなでおやつづくり
　　　９月２６日（土）午前１０時～１２時　
　　　癒しの技術　ハンドケア
場所：京都ＹＭＣＡ
申込：参加ご希望の方は、
　　　お電話にてお申し込み
　　　ください。
Tel： 075-255-3287

日時：　９月２６日（土）午前１０時～１１時３０分 
　　　１０月３１日（土）午前１０時～１１時３０分 
　　　１１月２１日（土）午前１０時～１１時３０分 
場所：京都ＹＭＣＡ 
申込：参加ご希望の方は、 
　　　お電話もしくはメールにてお申し込みください。
Tel： 075-254-8131 　
E-mail： hoikuen@kyotoymca.org
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Happy Birthday

8月・9月の予定
8月の予定 9月の予定

西野健次 8月1日
お陰様で、今年も8月1日を迎えることができました。よう
やくこの年になって、お陰様の言葉を心から言えるよう
になってきました。
業界や社内では手本とならないといけない立場にもな
ってきていると最近は実感しているのでそろそろ、いい
人になる修行をしたいと思ってます♫来年は55歳。その
節目を納得して迎えられるよう今年はかつて無いチャレ
ンジの年にします。
ご指導と応援宜しくお願い申し上げます。

上田亜季 8月3日
ウイルスの脅威で既成概念が大きく変わった今年、私自
身は変わらず子育てに家事、仕事の毎日で自分の時間
は皆無ですが、必要とされる事に感謝して自分の出来る
事を頑張りたいと思います。

岸本伸也 8月12日
５９歳になります。最近、いろいろと生活に変化が有り
ました。電車通勤と毎週土曜日にスポーツジムで肩甲骨
をグルグル回し、仕上げにプールで600ｍ泳いでること。
さらに温泉入ってマッサージ機のスイッチ押してま～す。
（笑）

森野真由美 8月15日
コロナで皆さんが大変な中、誕生日を迎えて、次女の大
学生活ももう少しで終わり、やっと自分の時間が出来る
のかなっと楽しみにしてます。

青倉智子 8月16日
5月の母の日。子ども達からプレゼントをいただきまし
た。ネットで注文してくれたようです。箱は以外に大きく、
ウキウキしながら開けてみると…エプロン！ありがとう‼
そして………？うまい棒？？たこ焼き、コーンポタージュ、
シュガーラスク、
そして間もなく終了してしまうチキンカレー各30本。な
ぜうまい棒？誕生日は何が届くのでしょうか…。

長谷川卓哉 8月18日
誕生日で38歳になります。健康に気をつけて頑張ります。
宜しくお願い致します。

安藤也人 8月19日
19日で48歳になります。コロナ禍で体重が7キロ増えて
しまいました… 
もう若くないので食事制限で痩せてみせます！

山田祐輔　 8月21日
今年で35歳になります。例会も欠席が続いてますが、出
来るだけ参加できる日を増やしていきたいと思っていま
すので、また1年間よろしくお願いします。

佐々木貫二 8月26日
今年で46歳になります。ウイングに入会して成人式を迎
えます。外見ばかり成長して中身の成長は出来てるのか
な？これからも皆さまよろしくお願いいたします。

木下敬悟 8月28日
３９歳になります。早いですね。入会して9年目になりま
す。
過去8年で色々なこ　　　とを学ばせていただきました。
このことを生かし自分もこれからもドンドン学んでいき
たいです。

　3日（木） 第一例会：　CSアワー 15時～ Ｈ日航プリンセス
　6日（日） リトセン秋季準備ワーク   9時～ リトリートセンター
  10日（木） 役員会　 19時～ 三条ＹＭＣＡ
  17日（木） 第二例会：Yサアワー 19時～ Ｈ日航プリンセス

  6日（木） 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：ゲストスピーチ 19時～ Ｈ日航プリンセス

Happy Anniversary

新井 康典・玲子夫妻 8月25日
私は2007年8月25日に結婚をして13年になります。
この寄稿するにあたり、結婚をして13年になるのだと恥
ずかしながら初めて知りました。知り合ってからは16年
になります。
記念日の祝いは一度もした事がないので、今年こそは
普段の感謝の気持ちを込めて祝いたいと思います。

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。


