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★クラブ会長主題
●今月の聖句

「みんなが会長」～奉仕クラブは誰のためか～

●12月在籍者45名

●12月月間メイキャップ者数
●12月月間出席率 0％

0名

●BFポイント
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DATA OF OCTOBER 1月の強調テーマ

IBC・DBC
IBC、DBCのクラブがあるところは何か連絡
を取り合い近況報告をお互いにやりましょ
う。IBC、DBCの無いクラブの皆さんは他ク
ラブ訪問なさってみませんか。

中堀清哲　国際･交流事業主任
（鹿児島クラブ）

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

第２例会
0名
0名
0名
0名
0名
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34期が半分終わりました。
前期に続いてのコロナ禍の中で例会やワークの中止が続いています。
「会長は絶対やった方がいいよ。」と何人かの会長経験者の方に言われま
した。
最初は晴れ舞台に立つことが晴れがましい体験として記憶に残るのかな

と思っていました。
でも、半期を終えてそれは間違いであることに気付きました。
皆さん一度は「もう1人自分がいたらいいのになあ」と思ったことはないで
すか？忙しさに追い込まれると浮かぶ妄想です笑。僕は今まで何度も思った
ことがあります。今回会長に指名頂いた時も「自分がこなさないといけないこ
とが山ほど増える」というネガティブな印象が最初に湧いてきました。
しかし、蓋を開けてみれば三役や各委員長、もちろんメンバーの皆さんも
本当によく動いてくださる。決断はその都度しないといけないですが、普段
仕事で感じる「もう1人の自分が…」と思わなくても会はつつがなく運営され
ていく。
「自分が、自分が」ではなくて仲間と信頼して任せて一緒に全体として前に
進んでいく。その音頭取りの役に立てることが会長でしか体験できない醍醐
味なんだなと気付きました。
その体験が自分の仕事の中でも生かされているのを最近は感じられるよ

うになりました。
まだまだコロナ禍ではありますが、皆さんの力をお借りしながら、会長とし
てこの期をいかに有意義な方向に導けるのか、最後まで一生懸命考えてい
きたいと思います。どうぞ、よろしくお願いします。

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

会長　天根静也
☆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～ 』　

「半期を終えて」

わたしたちが互いに愛し合うならば、神はわたしたちの内にとどまってくださり、神の
愛がわたしたちの内で全うされているのです。 ヨハネへの手紙　第 4章 12 節
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私は２０数年前に高校時代の先輩の紹介でウイン
グクラブに入会しました。特に思い入れがあるわけ
ではなかったのですが、例会で諸先輩が活発に意
見交換されているのを見て、すごく眩しく感じたよう
に記憶しています。他の方も書かれていますが、特
にウイングクラブに入会して感じたのは、メンバー
同士の話し合いや議論が非常に活発に行われてい
るということでした。内容はいつも同じようなもので
YMCAに対する思いやワイズ活動についてというも
のでしたが、多くのメンバーが例会後の二次会や委
員会などで夜遅くまで意見をぶつけ合っていました。
当時はYMCAやワイズ活動に熱心なメンバーが多
く、また役員会や総会でも意見の言いやすい雰囲
気もあり、意見が紛糾することもよくありました。
その後、YMCAや奉仕事業に積極的なメンバーが
多いこともあり、事業の数が急増し、ある意味活発
な活動が行われるようになったのですが、クラブの
運営や事業の在り方などについて議論をするとい
うことが徐々に少なくなってきたように感じます。ワ
イズの事業は本来単年度事業であるはずですので、
年度が変われば見直しを行うべきです。ただ現状は、
今まで継続して行ってきたため、当期も当然のよう
に行わなければならないという雰囲気になってい
ます。
最近役員会には出席していないのでよくはわかりま
せんが、総会などでもほとんど意見が出ていないよ
うです。メンバー同士の仲が良く親睦という意味で
は、２０年前も今もウイングクラブは大変いいクラ
ブです。また、昔のように夜遅くまでうだうだ議論を
するのがいいとも思いません。ただメンバー同士が
ワイズ活動を通じてより繋がっているという面を考
えれば、クラブの運営や事業の在り方などに対して、
今のやり方でいいのか、ほかのやり方がいいのか、
またやるべきなのかやらない方がいいのか、なども
う少しメンバー同士の議論が活発に行われてもい
いのではないかと感じています。

「今のウイングクラブに思うこと」

私がウィングクラブに入会して今年で16年目に入り
ます。今はクラブに在籍していませんが野崎さんの
義理の弟高田さんに最初に誘われて気軽にゲスト
参加したのがきっかけでした。なかなか個性豊かな
メンバー方々にお会いして歯科医師会とは全く違う
雰囲気に驚きと興味を持ったのを思い出します。
診療が夜9時までで木土以外なかなか時間がとれ
ず委員会出席や委員長拝命も断ったことがあるに
もかかわらずいさせていただいて感謝です。
無理せず自分がかかわれる事だけ参加させていた
だいたのがワイズを続けられた理由と思います。
その私が8月のある日突然左腕が上がらなく力も入
らなくなって仕事も生活も不自由になり障害を持つ
のはこういう事かとしみじみ思いました。
それが全く回復せず9月から知人の整形外科医の
助言であちこちの病院で検査したところ「左上腕筋
萎縮症」原因は頸椎の変形で運動神経が圧迫され
て麻痺が起こってるとの事。その圧迫を取る頸椎の
手術を12/21に受けます。
しばらく仕事もワイズも休み療養します。果たして年
末退院できるのか、来年どれくらい回復するのかは
わかりません。
この原稿が読まれる頃に少しでも体が普通に戻っ
ていたらいいのですが。普通に体が動く事がどんな
に素晴らしいことか。
病気や怪我や障害は突然誰にでも起こりうる事で
す。皆様もお体ご自愛下さい。

「私とワイズ」

 島本 浩晃 西沢　剛

今年は
クリスマス例会が
なかったので
ドライバー委員会
さんが中心になって
クリスマスプレゼントを
コメットさんに
配っていただきました。
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ウイングクラブに入会して既に6年目。 
何でもそうですが歳を重ねる毎に月日が過ぎるの
がとても早く感じます。
ちょと具体的な話になりますが、私が京都ウイング
ワイズメンズクラブの存在を知ったのは、スポンサ
ーの今村ワイズの妹さんの有里さんを通じてでした。
入会前から奥村ワイズや故中西ワイズとはとある会
でご一緒しており可愛がって頂いてました。
また、じじばばが前の店だった頃に、連れて行って
貰い、そこで当時のドライバー委員長だった北川y's
とも一献交わした事を懐かしく思い出します。訳も
分からず、今村ワイズから、「入会迄に3回来ないと
あかんから、この日とこの日に来い」と言われ、3回
目は確か川端通りの結婚式場みたいなところで納
涼例会でした。
私はメネットさんの中に放り込まれました。めっちゃ
気を使って、メネットさんの飲み物やフードが無くな
ったら、おかわりに走り回って殆ど何も食べられな
いまま、大汗をかいてその日が終わったのを鮮明に
覚えてます。帰り際、ゲストの私を、放ったらかしにし
てた今村ワイズは酔っ払って「健ちゃん、ウイングえ
えやろ～、楽しいやろう～」とケラケラ笑い、そして
乳首を思い切り抓らました。この時、ほんまにこのク
ラブに入ってええんやろうか？と悩みました（笑）
それでも、入って間もない私に、Yサ、ドライバー、
EMCと3期に渡り委員長にご指名頂き学びや経験
を積ませて頂いた事に心より感謝しています。Yサ
委員長の時にはサバエキャンプ場にツリーハウス
を作ったり、ドライバー委員長の時には100人の参
加で例会ができたり、EMC委員長の時には4名の新
しいメンバーを迎えることができました。頑張りを仲
間が応援してくれるウイングクラブです♫
私にとってウイングクラブは暖かい先輩達と頼もし
い若手、そして私の様な中堅どころが本当に上手く
調和が取れた仲間の集まりです♫そんな仲間と一
緒にこれからも私なりに頑張ります。

「私とウイングクラブ」

始まりは1997年の30代に入っての頃に入会しワイ
ズライフが始まりました。
入会の動機は、初め「自己研鑽」という言葉に仕事
で得られる研鑽以外に知識や
経験豊富なメンバーと接することが私にとって魅力
を感じスタートしました。
 とは言え、初めはボランティアクラブでの、知らない
言葉や単語に躊躇し、仕事の忙しさも合わせて休み
がちでしたが、例会に出席した時には、優しい口調
で「久しぶりやなぁ～」と声を掛けて頂き、「仕事
が・・・」と言うと、また優しい口調で諭すように「仕事
はみんな一緒、いかに時間を造るかは、これから会
社を営んで行く上でも、時間をコントロール出来な
くては行けないよ」と声を掛けて頂き、「みんな心配
しているよ」と言われて、私の中で「時間を造るとい
うことは、自身の心に余裕を持つことは、広い意味で
仕事にも必要」と感じました。
 そうした中で、例会や事業の参加も増えて、多くの
メンバーと触れ合う事で私自身の自己形成の中に
も、大きな意味を持つ様になりました。
奉仕活動においては、「喜んで貰える＝喜びを感じ
る」という気持ちを、ワイズライフを経験して大いに
感じました。そのことも心のリフレッシュに繋がり、同
じ汗をメンバーと共有し、その中での雑談の中にも、
「自己研鑽」が出来るのが、自身のプラスに繋がって
いるのではないかと感じています。
 人生の半分近くをワイズメンとして、過ごして「関わ
っている」・「関わっていない」では、改めて私の性格
上、今感じている様な事はなかったかもしれません。
本当に人との出会い、触れ合いに意味を持ち、時を
過ごす事がウイングクラブで「私とワイズ」での、大
きな「自己研鑽」になりました。
今後ともメンバーの皆さんよろしくお願いいたしま
す。

「私とワイズ」

 西野 健次 山内　達也



佐藤 昌利・泰子 夫妻 1月17日
23年目になります。出来た結婚で、長男が大学5回生に
なります。私はあの時からずっと走ってきた感じですが、
25周年まではまだまだ走り続けます。そして、一度振り返
ってみる予定です。

吉岡 毅・かおり 夫妻 1月25日
14年目を迎えます。互いに日々忙しいさに追われていま
すが家内安全と健康に留意しながら過ごしていけば良
いと願っています。感謝！

奥田 健登 1月27日
昨年はコロナのこと、会社のこと、悩みの絶えない日々を
過ごしました。
でも、そんな中でも貴重な経験もできました。初めての委
員長がそれです。自分の力不足ばかり実感しますが、メ
ンバー皆さんにたくさん支えてもらい、この大変な中でも
自分は一人ではないのだという、励みにもなっています。
今年もいただいた役目を全うできるように頑張っていき
ます。

中村 裕一　1月4日
4日で56才になりました。散々な2020年でしたが、今年
は良い年になる事を祈ってます。オリンピックのチケット
キャンセルせずにしぶとく持ってます。決行されると経済
的にも良いのになあ。

岡山 聡　1月5日
１月５日で38才になりますが子育てと仕事に追われて
ばかりです。今年はもう少し何事にも余裕を持って未来
に向けて仕事、プライベートの両立をはかりたいと思っ
ております。

小田 竜哉　1月6日
45歳になりました。
昨年健康診断でウイング腹の予備軍的な数字が出てき
たので今年は健康管理に頑張りたいと思います。

井上 英也　1月8日
ついこの前古希だったのにもう喜寿ですって、時間の経
つのが早く感じます。次は元気に米寿を目指します。

余 東達　1月15日
48歳になりました。
昨年、47歳の目標として英会話に行く、ゴルフが上手に
なると立てました。なんとか、英会話も続けており、ゴルフ
も行く回数も増えましたが、両方共、なかなか上手になり
ません。今年一年も、昨年と同様の目標を立てて、上手に
なるよう頑張ります。

谷口 紗知子 1月19日
滋賀県に引っ越して　早　3年目…　
コロナで　迎える　お正月…
ご近所さんは　コロナ関係なく　常　自粛状態で静か
なので　生活に　あんまり　影響は　受けてないけど
なんか　寂しい　今日この頃…　パッと明るい　1年に
なりますように^_^

北川 明美　1月26日
いろいろ大変なことが多く気がつけば誕生日を迎えてお
りました。新型コロナウイルス感染症により例会や外出
自粛など大人も子供もコロナ疲れで心身ともに大変だと
思いますが、
ウイングの皆さん!みんなでコロナを乗り越えましよう!

Happy Birthday

 4日（木） 第一例会：ゲストスピーチ 19時～　 Ｈ日航プリンセス
18日（木）              役員会 19時00分～ 三条ＹＭＣＡ
25日（木） 第二例会：TOF例会  19時～ 未定
 CSチャリティボウリング 15時～ ラウンド１河原町
 

  7日（木） 第一例会：新年例会 19時～ Ｈ日航プリンセス
14日（木）              役員会 19時00分～ 三条ＹＭＣＡ
21日（木） 第二例会：半期総会 19時～ ZOOM開催

1月・2月の予定
2月の予定1月の予定

Happy Anniversary

4　Kyoto Wings Bulletin 1/2021

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。

YMCA NEWS :
１． インターナショナルチャリティーラン
　　申込み締切を延長しました。

２．Amazon「みんなで応援」プログラム 
　　京都 YMCAへのサポートをお願いします

大会日程：2021 年 1月16日（土）～ 31日（日）
申込締切：2021 年 1月25日（月）※当初案内から延長しました。
心身に障がいのある子どもたちのためのチャリティープログラムです。
今年は「バーチャルラン」！みんなで走って歩いた距離をつなげて
東海道五十三次（493ｋｍ）走破をめざします。
申込：こちらのＱＲコードからアクセスして
　　　必要事項を入力してください。
お問合せ：インターナショナルチャリティーラン事務局
　　　　　（TEL）075-231-4388

京都ＹＭＣＡの保育園やアフタースクー
ルでは、コロナ禍でも、子ども達が心豊
かに楽しく過ごせるよう、工夫を凝らしな
がら、環境の整備に努めています。子ど
も達が必要としている遊具を京都ＹＭＣ
Ａのほしいものリストにまとめました。

←Amazon「みんなで応援」
　プログラムについて

京都ＹＭＣＡのほしいものリスト↓

中止


