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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

今月の聖句「エフェソの信徒への手紙６章１節〜４節」は、
4pをご覧ください

☆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〜 』

「ご縁に感謝」

正雄

こんにちは松島です。36期の次々期会長に選んで頂いき有難うございます。
ウィングに入会させていただいて6年半が経ちました。
今ではウィングクラブは私の生活の中で欠かせない存在となっています。
誘って頂いた今村ワイズには感謝でいっぱいです。
思い返せば不思議なもので、今から20年ほど前に再会した大学の同級生
に会社のHPを作ってもらい、そのHPを見つけてお店の改装の依頼をくれた
のが今村ワイズで、出逢いでした。
その後、今村さんには梅村さんや渡辺大さんと食事に誘ってもらい、色々な
集まりにも声をかけてもらい、お陰で抵抗なくウィングに入会させて頂きまし
た。
夜桜フェスタ・ファミリー例会（神戸港からフェリーで例会）
となんて楽しい
クラブなのだろうと思った記憶がまだ新しいです。
また、入会間もないころお酒の場で武村ワイズが「まっちゃん、今ちゃんとの
飲み会は頼むで！俺、引退」なんて冗談まじりで話してくれた事も思い出します。
皆さん入会間もなかった私に色々とお気遣いして頂いた事、心から感謝し
ています。
また私がスポンサーをしたメンバーが早々に退会してしまった事の反省、
逆に本多ワイズが楽しそうに奉仕活動をしてくれている事の喜び。私がCS委
員の時に始まったベストドレッサー賞で喜んでくれている利用者さんと親御
さん達、その姿を見て涙ぐんでいる中西ワイズ。
ウィングに入っていなければ
味わえなかった感動が沢山あります。
今後入会されて来るメンバー達には、
ウィングの皆さんが私にしてくれた気
配り心配りを、私もしていきたいと思います。
会長をさせていただくことに関しては不安で一杯ですが皆さんと共に充実
した活動をし、先輩たちに頂いたご縁のバトンをこれからも繋げていきたい
と思います。
皆さんを手本に頑張りますので、
これからもご指導を宜しくお願いします。
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●1月在籍者47名
メンバー
メネット
コメット
ゲスト
ビジター

第１例会
33名
0名
0名
3名
0名

●1月月間メイキャップ者数
●1月月間出席率

0 pt
●BFポイント 切手
現金
0円
12月分
●ニコニコ 1月分
10,000 円
●ファンド 1月分
0円

第２例会
33名
0名
0名
0名
0名
0名
81.3％

累計
0 pt
累計
0円
累計 62,331 円
累計 402,718 円

2 月の強調テーマ

TOF・CS・FF
STEP for ALL
一人一人の思いが、環境を守り、命を救い
ます。全ての献金を忘れずに、ご協力をお
願いいたします。
藤好基子

地域奉仕・環境事業主任
（大阪なかのしまクラブ）

1月の例会

【第一例会】
参加者：メンバー42名、ゲスト11名
日時：1月7日(木)

19:00〜21:00

場所：ホテル日航プリンセス京都
プログラム：新年総会

越前屋俵太様

今年の新年例会では成望館より近況報告をしていただ

【第二例会】
参加者：メンバー33名
日時：1月23日(木)
場所：ZOOM例会

19:00〜21:00

プログラム：半期総会

１月２1日7時から、7時４８分迄、ウイングクラブ初の
ZOOM例会に参加しました。

きました。新型コロナウイルスの影響で事業が難しい中、 会長三役等８名？は三条YMCAで参加、２２名程が
新たな取り組みとしてマスク作りを行われています。
「今

ZOOMでのオンライン参加となりました。

までにない作業で大変なことも多かったけど、新たな良

私は宝塚市雲雀丘の自宅から参加しましたが、
コロナ禍

い発見があった」
と話されていました。大変な中で一つで

でZOOMの活用が増えて慣れていたせいもあり、すぐそ

も多くの良い発見を積み重ねていくことで「コロナがお

こに三条YMCAがある感覚で身近に感じ参加出来ました。

かげで…」
と振り返れるような一年にしていきたいと思い

主催された皆様、特に北川ドライバー委員長・武村ワイ

ます。

ズお疲れさまでした。

メインプログラムでは越前屋俵太様特別講演。開始早々

定刻の７時、開始時間になりましたが、ZOOMに慣れて

マイクが小さいとクレームが入りましたが自前の超ビック

いない方も多いせいか、
ミュート解除は良いとしても

マイク登場に会場がザワザワ…笑！講演では「仕掛け学」 VIDEOボタン押を失効している方が多く
（ホスト側のミ
について「面白い」をキーワードに人を引き付けて行動

ス？）
ご尊顔を拝見出来たのは９名と画面上無機質な半

させる方法などを紹介いただきました。たばこの吸い殻

期総会になったのは残念でした。

でサッカー選手の人気投票。駅の階段をビアノの鍵盤に

いつも通り、開会点鐘

して誘導。意外性や興味・共感などを利用して人を行動

は各委員長の活動報告が終わり、議案の審議に入り、第

に向かわせる方法には大変勉強になりました。

７号議案迄全て承認されて７時４５分に終了、7時４８

今年の新年例会は開催できましたが、今後の活動につ

分に退出となりました。

いては緊急事態宣言等でどうなるかわかりません。例会

次次期会長が松島ワイズなのはわかりましたが、後の人

で会えなくても心を一つに一年を乗り越えましょう！

事案は聞き取れませんでした。厳しい事を申し上げて顰

（中西 彬）

会長挨拶と進み、７時２５分に

蹙を買いそうですが、伝える気持ちが伝わって来なかっ
たのは残念です。全体的に普段の会合では感じられる一
体感がやや薄かったのんももったいないと感じました。
ZOOM例会でも、いつもの「ウイングらしさ」が見られれ
ばと次回に期待します！
ゲスト参加している宝塚クラブではIBC/DBCの観点から
チェンマイや鹿児島のワイズ
も参加されており、ZOOMならではの例会にしていました。
今回は半期総会なので会員限定ですが、我がウイングク
ラブも例えば台湾や北見と結んではどうかとも感じまし
た。お金を使う事も勿論大事ですが逆境を逆手に取るし
たたかさもあって良いのではと思いました。知恵と熱量
が試されています！
皆様、
コロナに負けず、それぞれの持ち場で頑張りましょ
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う！
（田中 富基）

「私とワイズ」

生時代にキャンプリーダーで夏には障害を持った
青倉

国士

私は、
ワイズメンになるもっと前からワイズとの繋が

りがあったように思います。洛中クラブさんはお仕

事をさせていただいてましたし、キャピタルさんは

故岡本尚男ワイズと私の父が仕事仲間でしたので、
私も長年お世話になっていました。その後、
ご縁が

ありましてスポンサーの藤田寿男ワイズに誘ってい
ただき、例会に参加させていただきました。その時
点での私のワイズメンのイメージは真面目で仕事

熱心な岡本さんでしたので、当然厳粛なキリスト教

の例会に参加するのだと考えていました。実際に参

加しましたら、年齢も職業も関係無く、気さくに話し
合える雰囲気に多少の驚きはありましたが、逆にそ
れが私には合っていると感じました。驚きと言えば
例会後の飲み会。私はお酒にそこまで強くはないの

ですが、
メンバーの豪快な飲みっぷりに、それもま
たウイングらしいのだと後に理解しました。

ワイズメンになってからはＹＭＣＡのＢ会員になり、

リトリートセンターの委員に配属されました。そこで
はキャンプ場の保全の為の活動やイベントの手伝

子どもたちと久僧のキャンプに参加しておりました
が、長くその世界から離れていたことと、
ソラシドキ

ャンプの事について何も知らない状態でしたからあ

る意味緊張と不安でいっぱいで参加いたしました。
2日間のキャンプで感じた事は、
とにかく凄いんです

!ウイングメンバーが医療チームから他クラブのたく

さんの人たちが一人一人が子どもたちのために一

生懸命にサポートしている姿、そして何よりもキャン

プに参加している子どもたちの楽しく笑っている笑

顔!これを見たらもうやめられないと思いました。
ソ

ラシドキャンプの事を語れば書ききれないくらいに
長くなりますがこれを機にワイズのこと、
ウイングの
事をもっと知りたいと思うようになり事業という事業

には全て参加しようと決めたのも事実です。

ウイングは他クラブと比べると遥かに多い事業を中
高年のメンバーから若いメンバーまでがとても良い

関係で繋がって取り組んでいるクラブだと思います。
事業による感動を感じられるのもウイングのチーム

ワークがあってからだと思います。
ウイングクラブに
入会して本当によかったと思います。

い、
また、実行委員長という大役をさせていただく事

もあり、司会から雑用まで様々な経験をさせていた
だきました。
これは地元の少年補導での活動に非常
に役に立っており、有り難い限りです。

入会してから有意義なワイズライフを送れていると
改めて感じましたが、
「青倉くん、43人の友達ができ

たと思ったらええ。」
と声をかけて下さった故中西ワ
イズの言葉、本当にその通りです。

「私とワイズ」

北川

雅俊

私がウイングクラブ に入会しましたのが2012年中
村誠司会長期のウイング25周年の時ですので今年

で9年目になります。
その当時はワイズとは何をして
いるところなのかわかっていませんでしたし、ただ

スポンサーのお誘いからワイズとは異業種交流会

的な感覚で捉えておりましたので正直「1年くらいは
頑張ってみよう」
と軽く思っておりました。

しかし、その考えが変わる事業がありました。
それは

入会年の8月に初めて参加した「青い空と白い雲の

キャンプ ソラシドキャンプ」
です。わたしは元々学

YMCA NEWS :

1．発達障がい児理解セミナー

子どもたちの調書の伸ばし方について、講演やワークショッ
プで理解を深めます。
日 時：2 月 21 日（日）
13：00 〜 15：00
場 所：京都ＹＭＣＡ
参加費：1,500 円（当日）
定 員：先着 30 名
申 込：
（Web）下のＱＲコードから Web にアクセスの上、お申
込みください。
(Fax) 075-255-4709 まで、下記をご記入のうえ送信し
てください。
「名前」「電話番号」「下記のいずれか 保護者、教員、
その他」「ご質問」
問い合わせ：（ＴＥＬ）０７５−２５５−４７０９
２．ピンクシャツデー
いじめのない世界をめざしてＹ
ＭＣＡが取り組む「ピンクシャツ
デー」
今年は、2 月 24 日（水）です。
京都ＹＭＣＡの取り組みについ
ては追ってご連絡いたします。
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Happy Birthday
西野 希久子 2月3日
おかげさまで今年もまた元気にお誕生日を迎える事
ができました。私にとって今年は節目の歳です。
コロ
ナ禍で大変な時ではありますが、充実した一年にな
るように頑張りたいと思います。
武村 松一 2月9日
還暦です 人生第4コーナーに差し掛かりました
最後にもう一鞭入れましょう‼
廣部 幸枝 2月9日
お誕生日おめでとう！人間万事塞翁が馬！まだまだ
続いていくけど、
自分の希望を持って。
そう、昨日よりもヨガで体が伸びていく〜。
ちょっとず

佐藤 泰子 2月21日
昨年から新型コロナウイルスの感染拡大により世界
が、生活が大きく変わりました。
自粛期間中に思ったことは、家族が居て良かった、
と
いうことでした。
誰にも会わなくなり連絡を取ることもない…そんな
毎日でしたが、独りではないことにとても支えられま
した。
まだまだこの状況は続きそうですが、少しでも楽しく
明るく過ごせる1年にしたいと思います。

廣部 仁太郎 2月25日
52歳になります。50歳を迎えた時、ついに半世紀！
と実感したのですが、
コロナのせいで51歳はあっと
つ。今年は三点倒立できます様に。
いう間に通りすぎたような1年でした。今年は2年分
中島 敬泰 2月19日
充実した1年にしますっ！
バースデー・アニバーサリーは、
76歳になりました。夫婦とも、仲良く健康ですが、い
吉岡 毅 2月26日
や、
ちょっと、
まーま健康です。
今の時期本当に厳しいですがコロナ禍の中前向き
今日の日と今日の健康を与えられ感謝です。
メンバーのみの公開となります。
に頑張って行く思いです。パットしない誕生日です。
クラブにはご無沙汰しておりますが、
コロナが収ま
れば出席します。
Happy Anniversary

余 景子 2月19日
みなさん、
こんにちわ。
コロナ禍の中、行動も制限され不便な日々を送って
おりますが、配信動画の、韓国ドラマを見て日々のス
トレスから解放されております。
まだ、
まだこのような
事態が続くと思いますが、健康に気をつけて参りた
いと思います。

田中 博子 2月20日
いつの間にか高齢者になりました。健康の為にと保
育園のパート勤務を続けていま
す。最近は同業の友人達からも便利屋に使われて、
ヘルプを頼まれる事も多くなりました。雲雀丘で主
人と猫のソフイと楽しく暮らしていますので、
この位
はと引き受けています。

亀井 剛・久美子 夫妻 2月11日
47年経ちました。他人だったはずなのにもとから二
人で生活していたかのように淡々と日々が過ぎてゆ
きます。円熟？な訳がないのでただの老いによるく
たびれか。二人して未体験ゾーンを歩んでいます。
安藤 也人・織帆 夫妻 2月14日
2月14日で9年目になります。
コロナ禍で外出が減り
少年野球のコーチをした事で嫁と会話をする機会
が増え少しだけ仲良くなった気がした今日この頃で
す。
子供たち、主に結ばれている者として両親に従いなさい。それは正
しいことです。「父と母を敬いなさい。」これは約束を伴う最初の掟
です。「そうすれば、あなたは幸福になり、地上で長く生きること
ができる」という約束です。父親たち、子供を怒らせてはなりません。
主がしつけ諭されるように、育てなさい。
エフェソの信徒への手紙６章１節〜４節

２月・３月の予定

２月の予定
中止

中止

4日（木）

18日（木）
25日（木）

第一例会：ゲストスピーチ

19時〜

Ｈ日航プリンセス

第二例会：EMCアワー

19時〜

三条ＹＭＣＡ

役員会

CSチャリティボウリング

19時00分〜

ZOOM

３月の予定

4日（木）

第一例会：

19時〜

役員会

19時〜

全国車いす駅伝大会サポート

中止
11日（木）
14日（日）
中止

YMCAリーダー卒業祝会

YMCAミニバスケット大会

18日（木）

第二例会：

4

19時〜

日航プリンセス

宝ケ池プリンスホテル
ZOOM

三条ＹＭＣＡ

日航プリンセス
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