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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

知恵ある人に与えれば、彼は知恵を増す。
神に従う人に知恵を与えれば、彼は説得力を増す。
主を畏れることは知恵の初め 聖なる方を知ることは分別の初め。
わたしによって、あなたの命の日々も その年月も増す。
箴言

☆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.」

初めての三役

9章9節〜11節

会計：小田竜哉

恥ずかしい話ではあるが今回会計になるまで毎回総会で予算計画や報告をさ

れているのは聞いていたが何についてのお金の話をしているのかも分からず全

く頭の中に入る事無く流れていた。
そんな奴が会計？三役？

疑問を感じながら総会資料の収支予算案の数字を打ち込んでいる時にこれだ

けの項目があって、
これだけの金額が毎年動いている事を実感した。

会計引継ぎの食事会をした時に前会計である岸本ワイズ、上田ワイズにも会計

の仕事内容を教わり井上ワイズがちゃんと経験を生かしてフォローしてくれる環
境に置いてもらったので少し安心した。

様々な事を井上ワイズに教わりながら収支予算案の数字を打ち込んでいた時

に矛盾に思う項目があった。結構矛盾していると感じたのでその事を三役会で話

したら皆さん否定すること無く、そのことについて議論してくれちゃんと改善する
方向に動いてくれた。

ウイングクラブの良い所は先輩、後輩関係なくメンバーの意見に耳を傾けたり

☆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〜 』

励ましたり騒いだり泣いたり、仲間意識が高くウイングクラブを愛し、
メンバーを

愛し、
メンバーの家族も愛している。
そういう想いのメンバーが多いという所だと
思う。

委員長を過去二回経験させてもらって、今回三役を初めて経験させてもらいそ

のような役を経験させてもらえるからこそ中身を知る事ができる。

私よりも新人のメンバーが増えてきたので新人では無い立ち位置になってきて

いるがまだまだ知らない事だらけである。
「役は人を成長させる」
とベテランのメ

ンバーさんは良く話されているが本当にその通りだと思うしコロナで全開に活動
ができない状況ではあるがまだ役をしてない新人のメンバーさんには役の経験

をしてもらってウイングの良さを経験してほしいと思う。
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●9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
9月分
●ニコニコ 9月分
●ファンド 9月分

0 pt
0円
0円
0円

●9月月間メイキャップ者数
●9月月間出席率

累計
累計
累計
累計

第２例会
0名
0名
0名
5名
0名
0名
0％

0 pt
0円
17,000 円
0円

1 0 月の強調テー マ

BF
EF

ワイズ用語抜粋の『BF』『EF』を見て意味
を確認して、真の国際的社会奉仕団体の一
員としての自覚をしましょう。その上で行
動しましょう。

中堀清哲

国際･交流事業主任
（鹿児島クラブ）

「私とワイズ」
亀井剛

ワイズと出会ったのは、40年近く前のことです。当時、
私は30歳代で、誘われてウイングのスポンサークラ
ブである京都めいぷるクラブの設立前の発起人会
に出席していました。正式の例会ではないので規律
に欠けるところもあって飽き足らなさを感じ始めて
いたとき、それを察知した私のスポンサーの勧めで
めいぷるの親クラブであるパレスクラブの例会に出
席することになりました。
その例会はパレスが、めい
ぷるクラブとキャピタルクラブの2クラブを同時にエ
クステンションするに臨んで、それぞれのクラブに
移籍するメンバーとのお別れの会でした。
100名ほどのメンバーによる規律正しい中にも活気
と友情にあふれたワイズの例会は実に心地よいも
のでした。例会も終わりに近づいて、ニコニコという
のがあって、若いメンバーたちが、地域活動やボラ
ンティアの報告や感想を述べるのを聞いたとき、私
は全身が冷水で洗われる感激に包まれました。
私に欠けていたのはこれだ。
その時、悟ったのです。
それまでも自分なりに努力を重ねて仕事も家庭も
一応は順調でした。
自分なりにそうと認めながらも、
何かしら違和感も感じていました。
それが何なのか、
その時はっきりと気づきました。私には社会性が、
社会との連帯感が欠けていたと。学生時代にあれ
ほど社会の不条理に疑問を抱いていたのに、いつ
の間にか自分の生活にかまけて社会に無関心にな
っていました。
以来、
あのような感動を伴う例会を目指して、
ワイズ
の例会に参加してきました。あの時のワイズとの出
会いは、私の生き方の転機となりました。後期高齢
者に名を連ねるようになった今、仕事だけでなく社
会的な活動においても自分なりにやってこられたと
思えるし、家庭的にも恵まれて過ごせているのは、
ワ
イズに出会い、自分が変えられた事が大きいと感じ
ています。

「私とワイズ」

佐藤昌利

私は今年の引継ぎ例会で入会15年目の表彰を頂
きました。
あらためて月日の速さを思い知ることとな
りました。そんな今年ですが、現在コロナ禍にて例
会やワーク、
プログラムがすべてストップしておりま
す。なんとも寂しい限りです。
入会当初は脱サラで仕事が忙しく、ほとんどワイズ
メンとしての活動をすることがなかったのですが、
こ
こ4、5年は会社も少しゆとりができ、
ワイズメンの活
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動ができたのではないかと思います。私のウイング
クラブ在籍で得た大きなものは「自己研鑽」
でした。
32期の会長を仰せつかった時も、迷わず会長主題
にしました。
ウイングクラブでの15年という月日は、
私にとって大きな人間としての成長をもたらしたと
自負しております。
（人間的にまだまだですが…）
最近、
ウイングの先輩の方々、そして同年代の方々、
そして新人の若い方々、が集まると十人十色で楽し
いなと感じております。特に新人のメンバーの方々
が増え、ウイングクラブに新しい風が吹き、会の雰
囲気も変わった気がします。そしてまた、
このコロナ
禍の中、厳しい職種の方もいらっしゃると思います
が、退会者がいないのも凄いことだと思っておりま
す。
このようなコロナ禍で人々の生活スタイルが激変し
ています。
これからボランティアの形も変わっていく
と思います。
これから勢いのある個性あふれるウイ
ングのメンバーが、特に新人のメンバーの方々が、
次のウイング担っていくことは明確であり、今まで先
輩メンバーに私がしてきて頂いたように、中堅メン
バーとして、新人メンバーを見守っていければと思
っております。

「今のウイングに思うこと」

藤田寿男

ウイングが誕生して早や３３年、長短にかかわらず、
籍を置いたメンバーは１５０名を数えるまでにな
った。今も顔が思い浮かぶ去られた１００名近くは
他の分野で大いに活躍されていると思うが、残念な
がら知る限り８名が天国に召された。
ウイングの来
し方を振り返れば実に多くの様々な交流があり、議
論があり、事業があった。節目節目で巻頭言に当時
の想いを記す機会をいただき、今改めて読み返し
てみると当時のウイングが抱えていた課題や意気
込みが垣間見られる。１０年目にトゥービークラブ
をチャーターした後、
「これからも新たなウイングら
しさを求めて再び翔び続けていかなければならな
い。
これはメンバー一人一人の意識にかかっており、
ワイズの一員であることの何たるかをもう一度振り
返り、
ウイングのメンバーでいることの意味を考えて
いく必要がある。」
との一節や、１５年目を迎えて

「ウイングが今進んでいる方向はこれでよいと思

っているが、
もちろん完璧ではない」
と、ＹＭＣ
Ａ運動や活動への取り組み、地域奉仕の継続
に対する検証、例会の規律、
さらには他クラブ

の例会訪問や大会参加などなと、
ウイングの苦手分
野を列挙していた一節に、当時も今と同じ問題に悩
みながらも、つねにメンバー増強を目指し、新生ウ
イングへの期待や意欲を示していることが分かる。
さて、それから２０年近く経った今、
どうも当時の
課題が未だに解決されていないことが多く、新たな
目標への取り組み意欲も若かりし頃のウイングに比
べると、それほど強く感じられなくなっている気がす
る。そこにこのコロナという見えない敵との心理戦
である。今まで経験したことのない、数ヶ月から１年
先の近未来すら全く見通せない事態の中で、
ウイン
グの今後、ひいてはワイズやＹＭＣＡを熱く語るの
はかなりのエネルギーを要することは必定である。
コロナによるダメージは当然大きいが、変えざるを
得なくて結果として新しい発想が生まれた事例もた
くさん聞き、自らもいくつか経験した。
こんな時期だ
からこそ、感染防止対策を十分にとりながらface to
face で先ずは各委員会から、前例にとらわれない
工夫とアイデアを出し合い、できれば元ウイングに
も協力を仰いで、他クラブにも続いてきてもらえるよ
うな活力ある活動を展開していけることを願ってい
る。

9月の事業参加
リトセン秋期準備ワーク

日時：9月6日（日）場所：リトリートセンター
9月6日リトセンワークに参加しました。
久しぶりに参加させて頂いたワークで、今回はメンバー
も少なかったですが、参加メンバーの頑張りで何とか時
間内に終わることが出来ました。今回のワークはいつも
の場所の草刈りではなく、駐車場とキャビンの裏の草刈
りを担当しました。
また、時間制限もあり不安も有りまし
たが、無事に終わることが出来て良かったです。
私事ですが、
これからは例会やワークにも徐々に参加で
きる日も増やしていくつもりです。
メンバーの皆様も積極
的に参加して頂いて、みんなで汗を流しながらメンバー
同士の交流が出来ればいいなと思ってます！お前が言う
なと大半のメンバーにお叱りを受けそうですが。笑(特に
中村○司さん)
まぁ、そんな感じでこれからもよろしくおねがいします！
現場からは以上です。
（山田祐輔）

職員さん紹介

Y
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YMCA NEWS :
１．文部科学省 子供たちの心身の健全な発達のための
子供の自然体験活動推進事業
「YMCA 自然が子どもを元気にするプロジェクト」
リトリートセンター（日帰り）10 月、12 月、1 月、2 月、3 月
( 宿泊 )3 月 25 日〜 26 日

日程、内容、申込み方法など詳細はこ

ちらを読み取ってご覧ください。

２．ＹＭＣＡ三条保育園「子育て支援企画」協賛のお願い
すでに、協賛などご協力いただきましたみなさまありがとうござい

ます。

引き続き、協賛などご協力よろしくお願いします。

「音楽劇団てんてこ座」

親子で楽器作りや劇団の演奏を楽しむプログラム

日 時：11 月 14 日（月・祝）10 時〜 11 時 30 分
場
対

所：京都ＹＭＣＡ

象：当園の園児や近隣にお住まいのお子様（就学前
幼児）と、その保護者

問合せ：

保育園園長

山下（ＴＥＬ075-254-8131）

３．活動継続支援寄付金のお願い
京都ＹＭＣＡは子どもたちの心身の健康を守りや発達を促すため

の活動や、高齢者の免疫力を高めるための身体活動のプログラ

ムなどの活動を続けています。

ただ、財政的には厳しい状況が続いており、事業の 4 月、5 月
の休止は大きな痛手となっております。

既に多くのワイズメンに個人や会社の名義、クラブ単位等でご協

力いただいていますが、活動を継続していくための寄付金にみな

さまのご支援・ご協力をお願いいたします。
振込先：（京都銀行 本店）普通口座

（ゆうちょ銀行）郵便振替

721365

京都ＹＭＣＡ

（キョウトワイエムシーエー）
01030-6-733

京都ＹＭＣＡ

ザイ）キョウトワイエムシーエー
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Happy Birthday
安藤 織帆

Happy Anniversary

10月11日

自分の誕生日が特別な日ではなくなって何年経つでしょう。今

奥村 賢三・暎子 夫妻

10月6日

10月6日で49年目になりました。あと1年生きたら50年の金婚

年はコロナで新しい挑戦も新しい体験もできない年でしたが、 式を迎える事になります。
色々なことを考えさせられた年でした。

振り返れば4度も死にかけた事を思い出します。そのたびに

でありたいと思います。

国で好きにしている私を今日まで良く我慢して連れ添ってく

出会って来た全ての方に感謝し、新しい1年も成長出来る自分

西沢 いずみ

れた奥様には心より大感謝です。友人、知人が減っていく年で

10月16日

10/16誕生日です。9月の連休にやっと長男のいる沖縄に行け

ました。子供3人とそれぞれの家族と孫3人もそろって幸せな

時間を過ごすことができました。
これからもよろしくお願いし

ます。

中西 阿沙美

嫁には大変な心配と苦労をかけて来たこと、その上に借金天

すが、命ある限り新型コロナウイルスに負けることなく嫁と共
に楽しく長生きできるように願っています。

松島 正雄・貴代 夫妻

10月14日

今年で結婚8年目です。結婚当初と何も変わらず報告すること

もありませんが、

10月17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。
最近、それが一番だと思えています。

今年で31歳になります。

夫とは中学時代の同級生なのですが、夫はあの頃のまま元気
いっぱいです。

これからも何も変わらないように二人で頑張ります。

皆さま此れからも私達を2人を宜しくお願い致します。

私の方が時の流れが速いのか…。同じ時を過ごしていける夫

今村 隆宏・夏美 夫妻

今後ともよろしくお願いいたします。

しまいました。あと10年は元気で居てくれると思っていました

婦になりたいです。

山岸 もとえ

10月17日

6回目のアニバーサリー10月18日が父の49日の法要になって
が、、。あの日から、娘はやたらとパパっ子です〜。何か感じる

10月18日

コロナ感染注意報と毎日の仕事と毎日の親と旦那の献立考え

のでしょうか、、、。

行動範囲も狭くてストレス度マックスです。唯一の楽しみは白

小田 竜哉・和佐 夫妻

せん！
！
！ （旦那）完璧にオッサンですね！

もあり新しく作ったのですが今年にしといたら良かったーと

山湯に行く事です。サウナと水風呂の後のビールがたまりま

松島 正雄

10月23日

今年で２０年になります。昨年お互いの指輪を無くしてたこと
思いました。普段通り仲良い関係を今後もできるように。

10月30日

9月に人間ドックに行きました。大した問題はなかったのです
が、全体的に悪くなっていました。身体には気を付けているつ

谷口 豊・紗知子 夫妻

10月30日

コロナ禍で外で飲みに出る機会もなくなり、毎夜夫婦で録画

もりでしたが、先生いわく
「お酒の飲み過ぎですね！」すべてふ

ドラマを観ながら家呑みを

す。

はまり二人で仲良く鑑賞しています。穏やかな日々を過ごして

に落ちました。
これからも飲みすぎ以外気を付けて生活しま

中村 めぐみ

楽しんでいます。休みの日には、最近嫁がネットの韓国映画に
います。
（笑）

10月31日

毎日健康に、そしてこんな状況の中でも働くことができること
に感謝して新たな一年も過ごしたいと思います。

10月・11月の予定

10月の予定

11月の予定

1日（木）

第一例会：EMCアワー

19時〜

Ｈ日航プリンセス

第一例会：ゲストスピーチ

19時〜

Ｈ日航プリンセス

8日（木）

役員会

19時〜

三条ＹＭＣＡ

12日（木）

5日（木）

役員会

19時〜

三条ＹＭＣＡ

15日（木）

第二例会：Yサアワー

19時〜

Ｈ日航プリンセス

15日（日）

リトセンオータムフェスタ

25日（日）

じゃがいも引取り

卸売市場

19日（木）

第二例会：ゲストスピーチ

リトリートセンター
19時〜

Ｈ日航プリンセス

※中止
国際協力募金
成望館 ふれあいまつり（成望館）
リ・ブラン京都中京バザー（衣笠教会）
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