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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～
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DATA OF FEBRUARY 3月の強調テーマ

JWF
ＪＷＦは皆様の厚意によって支えられてい
ます。個人やクラブの記念に合わせて献金
をお願いします。

西野 陽一　ＪＷＦ管理委員長
（大阪高槻クラブ）
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ウイングワイズメンズクラブを担当させていただいて、早いもので7年が経とうとしています。この
間、ウイングの皆さんには本当に貴重な交わりをもたせていただき、感謝しています。
さて、世界的に大きな影響を受けている新型コロナウィルス感染症（以下、新型コロナ）ですが、

京都YMCAも具体的には昨年の春休みから、キャンプや日常プログラムの中止、学校が開校できな
いなど様々な影響を受けました。特に4月5月の緊急事態宣言下の際は感染対策と新型コロナへの
理解とこの先の事業計画の組み直しが同時にやってきて、活動こそ休みでしたが、心が休まる日は
一日もありませんでした。「先が読めない」といいますが、読まないことには進めないですので、そん
な力と経験を与えられたように思います。
そんな中、私が一番に大切にしたのは、ユースボランティアリーダーです。大学生という多感な時

期にある彼らは、40数年生きてきた自分より敏感に、そして繊細に物事を感じ取ります。そして、若
いがゆえに情報を入手するスピードがとても速い。あの頃は新型コロナにまつわる本当に様々な情
報が流れていましたので、約50名のリーダーが様々な感覚で様々な情報を耳にしてはコロナに対
する不安をもっていました。そのような状況ですが、6月には活動再開のために準備をしなければな
りません。せっかくYMCAに来てくれているのですから、学校や家庭では教わらないこと、YMCAだ
からこそできることをと常々考えるようにしている中で、まず一番初めに取り組んだことが、正しい新
型コロナウィルスの理解とその対策についてレクチャーすることでした。これがなければ、彼らは安
心して活動に参加できませんし、参加する子どもたちに対しても正しい見本となる行動ができない、
そして彼らも人の子ですから、家庭によってはYMCAの活動に参加することを反対される可能性も
ありましたので、そんなときにYMCAがどこよりも早くコロナ理解と対策に取り組んでいることを示す
必要があると思ったからです。
彼らを頼もしく感じたのは、4月5月の中止期間も毎週火曜日のリーダー会を欠かさず開催しよう

としてくれたことです。まだあの頃は慣れないリモートでの開催でしたが、リモートだからこその出席
率の高さでした。そして、5月に入ってからでしたが、リーダー会の時間を使って2回に分けてレクチ
ャーをしましたが、驚くことに2回とも全員出席でした。彼らがそれだけ関心を持っていることの表れ
です。このレクチャーはもちろんスタッフに対しても行いました。
YMCAでの活動には、皆さんやリーダーのようなボランティアの力が欠かせない。だからこそ、私

のようなYMCAスタッフは、その力を引き出す役割だととらえています。新型コロナがまだまだ収ま
らない中だからこそ、YMCAは持てる力を発揮し、地域に必要とされるYMCAであることをPRしてい
く良いチャンスだと捉えて、これからの活動を考えていければと思っています。皆様、どうかこれから
もYMCAにお力をお貸しください！

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

中村彰利☆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～ 』　

「新型コロナとYMCA活動」

昔の方がよかったのはなぜだろうかと言うな。それは賢い問いではない。
　　　　　　　　　　　　　　　　コヘレトの言葉　７章１０節
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２月の例会
【第一例会】　
　参加者：メンバー27名

日時：2月25日(木)　19:00～20:00　
場所：三条YMCA本館＆リモート　
プログラム：ZOOM例会
　　　　　　「近況報告会」

本日の例会は1月の第2例会と同じくzoomでのリモー
ト例会になりました。三役と数名の会員の方が三条
YMCAに参集してのハイブリット例会となりました。
ここ最近時短やプログラムの都合上なかなか会長挨拶
もままならないことが多かったので会長挨拶を長 と々し
てしまいました。
会長挨拶の後は各自の近況報告となりました。
コロナ禍での仕事の影響や家族のこと自分の近況につ
いてそれぞれ順番に話していきました。ドライーバー委
員の武村ワイズが適度に発言者に絡んで下さったので、
一方通行で終わらずいい感じで進行していきました。
会長挨拶を長めにしたのは「近況報告が各自短すぎて
あっという間に終わったらどうしよう」という危惧があっ
たのも理由だったのですが、ことウイングクラブに関し
てはそんな心配ご無用なことがよく分かりました笑。
最終的に三条に来ていたメンバーズには回らないくら
い積極的な近況報告会となりました。
引き続きこの状況下でできることを皆さんと一緒に考
えてやっていきたいと思います。（天根静也）

　ウイングクラブのメンバーは、それぞれの分野の第
一線で活躍されている方々ばかりです。ウイングクラブ
でお会いすることがなければ、私なぞ言葉を交わす機
会すらなかったかもしれない方や、普段はシビアな交
渉の中で近寄りがたい厳しいお顔でお仕事をされて
いる方もおられることでしょう。普段は「先生」と呼ばれ
ている方、「社長」と呼ばれている方、それぞれがそれ
ぞれの「顔」をもってそれぞれの分野で大活躍されて
いる方ばかりです。
　そんな方々も、ひとたびウイングクラブの定例会場
にくれば、年上年下関係なく下の名前や愛称で呼び合
い、冗談を言い合ったりじゃれ合ったり、ざっくばらん
な雰囲気で会話を交わします。この雰囲気こそが、ウ
イングクラブのいいところだと思います。
　ウイングクラブの中にも様々な人間模様はあるとは
思いますが、そんなものも大きく包み込み、お互いを
認めあう関係が根底にあるからこそ、明るくざっくばら
んで大人な雰囲気を醸し出しているのだろうと思いま
す。
　新型コロナの蔓延でリアルな出会いがめっきり減っ
てしまいましたが、温かく優しいウイングメンバーの皆
さんとの繋がりがあるおかげで、孤立感や寂しさを感
じることなく毎日を過ごせているような気がします。

　第２９期から第３０期への引継例会の日に入会さ
せていただき、はや５年が経ちました。前年度では会
計を仰せつかり、三役としてウイングクラブの運営の
一端を勉強させていただきました。しかし、「三役」とは
名ばかりで、右も左もわからないまま、いろいろと不手
際もあって各方面にご迷惑をおかけしてしまいました。
そんな私にもウイングの先輩方は温かく接してくださ
り、先輩方のご厚意に甘えながら何とか１年を乗り切
ることができました。この場をお借りして心よりお礼申
し上げます。

「今のウイングクラブに思うこと」
上田　敦

　私がウイングクラブに入会したのは、東日本大震災
が起きた翌年の２０１２（平成２４）年ですので、まも
なく１０年となります。ちょうどその年の4月に、仕事場
を東京から、自宅を千葉県から、京都に移転したばかり
でした。ウイングワイズメンズクラブに入会するまで、
YMCAという名前くらいは知っていましたが、その活動
を支えるワイズメンズクラブという存在は知らず、ただ
奥村ワイズに誘われ、スポンサーとなって下さった武
村ワイズに諸々の活動を教えてもらって興味を持ち、ワ
イズメンの一員となった次第です。
　おそらく、私の月２回の例会の出席率は２分の１く
らい、各種ワークへの参加率は３分の１以下くらいと
思いますので、恐縮するばかりなのですが、それでも、
毎月・毎月、例会に向かい皆様と顔をあわせること、去
年も今年も来年もある各種ワーク（キャンプを筆頭に、
草刈り、病院コンサートなどなど）に毎年参加する機会
があること、これら諸々のことが継続することは、確実に

「私とワイズ」
錦織　秀臣
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私の生にいろどりと豊かさをもたらしてくれました。感
謝でいっぱいです。

私がこのテーマについて筆を執ろうと思ったのは10
年後のウイングが想像出来なかった為です。恥ずかし
ながら想像出来ないというより、ウイングの未来につ
いて考えた事がありませんでした。
　自身が株式を有する法人や個人、また家族につい
ては常々、理想や目標を設定し行動してるのにも関わ
らず、、、。その理由を自問すると答えは明白でした。
一言でいうと【責任感の無さ】に尽きると思います。
　私は三役や事業委員長の任期においては責任感を
もって自身の業務を遂行していたと自負しております
が、その任期が過ぎるとその緊張感が無くなり、クラブ
との関りも薄くなっています。
　入会してから現在に至るまでに偉大な先輩達が退
会され、また、多くの新しいメンバーを迎えて私自身も
まだまだ、新参者のつもりでおりましたが最近は新し
いメンバーに質問をされる機会もあり時の流れを感じ
ます。今のウイングには責任感のある尊敬すべき諸先
輩がたくさんいらっしゃいますが、10年後の自分自身
は新しいメンバーにとって、そんな存在になれている
のか疑問です。
　私のような考えをもってクラブと関わるメンバーだ
けになってしまうとウイングの衰退は明らかです。あり
がたいご縁でウイングに入会し、楽しいメンバーと親
しく、共に学び、共に遊び、共に喜び、共に悲しみこん
な素敵なクラブを維持していくには自信がメンバーの
一人という考え方ではなくクラブを構成しているかけ
がえないピースと考えるべきだと思いました。

「10年後のウイング」
長谷川　卓哉

YMCA NEWS :

1．４月からの子どもウエルネスプログラム申込み

２．４月からの
　　子ども・成人英会話申込み

スイミングスクール、体操、サッカー、バスケットボール、キッ
ズダンス 自然体験学習プログラム、アフタースクール※
【お申込み・お問合せ】
京都 YMCAウエルネスセンター

（TEL）075-255-4709
詳しくは予約専用サイトe-YMCA

（下記 URL）をご覧いただくか、
右記 QRコードを読み取ってご覧ください。
https://e-ymca.appspot.com/kyoto/index　
※アフタースクールは e-YMCAでなく、
電話にてお問合せください。

3月1日（月）から受付開始いたします。
詳しくは　http://kyotoymca.or.jp/english/?p=2102　
をご覧いただくか、または右記
QRコードを読み取ってご覧ください。

【お申込み・お問合せ】
京都 YMCA 英語学校

（TEL）075-255-3287

えて頂き、今では鋼の精神と鍛え上げられた肥満体で、
どんな事も乗り越えられる、そんな気がしています。
　さて、本題に戻りますが、ウイングクラブでは、人間と
して、社会人として、経営者として、様々な事を教えて
頂きました。その中で自分自身を変えたくて、5年前、
専門学校に入学しました。学校が3年制のため、それ
から3年間は、全く例会にもでれず、ワークにも出れず、
ワイズメンとしての活動は、ほとんどしていませんでし
た。
　しかし、そんな私でも学校卒業後、例会に行くと、メ
ンバーの皆様はいつもと変わらぬ笑顔で温かく、迎え
入れてくれました。すごく嬉しいような、ホッとしたよう
な気持ちになりました。それと同時に、自分の居場所
は此処にもちゃんとあるんだと認識しました。
　その時に、私は、ウイングクラブの役に立ちたい、ウ
イングクラブを支えられる様な人間にならなければい
けないと思いました。
　メンバーの皆さんに出来る恩返しはそれしかないと
思ってます。
　私のワイズメンとしての第二章はこれから始まりま
す！メンバーの皆様に認めて頂けるよう、精進して参り
ますので、これからも御指導、御鞭撻の程、よろしくお
願い申し上げます。

　皆さんこんにちは。ウイングクラブの山田です。私は
21歳の時に、20周年記念例会で入会させて頂きまし
た。その時は、何も分からず、ただ、スポンサーに連れ
てこられ、ご飯を食べ、喋って帰る、そんなイメージで
した。
　しかし、年齢が若かったこともあり、メンバーにはと
ても可愛がって頂き(体育会的な意味で)、心も体も鍛

「私とワイズ」
ウイング大好き　山田　祐輔



中村 誠司・香苗 夫妻　3月2日
コロナ蔓延から2度目の結婚記念日を迎えます。時短営業
下で今年も自宅でケーキのみになりそうですが家族がみ
んな元気に過ごせている事が喜びです！

中西　彬・阿沙美 夫妻　3月21日
結婚して6年になりました。まだまだラブラブです。しかし！
コロナの影響なのか最近は洗濯物が家族と別で洗われて
います。うちの中ではウイルス扱いです。コロナに負ける
な！お父さん頑張ります！

森本 賴和・尚子 夫妻　3月22日
昨年､長女に長男が誕生して､お爺さんになることができ
ました。
家族に多大なご迷惑をおかけし､今日までのうのうと生き
てこれたのは､何故､献身的な妻におかげだと思います。３
１年という年月を僕に捧げてくれたことに感謝するととも
に､家族の健康にも感謝し生きていきたいと思います。

廣部仁太郎・幸枝 夫妻 3月24日
結婚24年目になりました。新型コロナウイルスの影響で自
宅で食事をキチンととるようになり、米炊きや洗い物など
はすっかり私が担当となり、少し喜んでいるようです。これ
を機会に嫁さん孝行を増やしていきます。

井上 凉子　3月2日
今年喜寿を迎えます。コロナで出かける事がなく時間がで
きたので後回しになっていた西国 33ヵ所巡りに  1月から
行っています。どこも高い山の上にあり人も少なくて空気
が綺麗で気持ちいい所が多いです。たくさんの階段がある
所や遠い所が残っているので、足腰を鍛えて今年中に満願
出来ればいいなあと思っています。

松井 敏文　3月3日
３日で５１歳となりました。今のマイブームは健康で食生
活に興味をもっています。最近まで一日三食を原則として
生活していましたが、一日二食で生活すると身体が前より
動きやすくなりました。食事の内容も変えており病気なく過
ごせており毎日感謝です。

天根 真奈美　3月6日
引き算をする年になりました。
人間としてシンプルにそぎ落として生きたいと思います。

石田 賢三　3月10日
認知機能検査、高齢者講習、公安委員会の講習この三か所
をクリアしてやっと自動車免許証が貰える。年は取りたくね
え～、時間よ止まれ、これは無理かあ～
今はコロナの影響で何処も行けず会社を往復するだけで
すが、安全運転を心がけている毎日です。

松島 貴代　3月10日
昨年より更年期障害で大変でしたが、納豆にオリーブオイ
ルを入れて食べると4日で効果が出ますよ！と、教えて頂き
試したところ、効果があり、夜も熟睡出来ています。
何事にも体が基本だと、痛感した今日この頃です！

佐々木 啓恵 3月11日
最近、また新しいことに興味を持ち、勉強を始めました。い
くつになっても学ぶことは楽しいものです。健康で過ごせ
ることに日々感謝し、またこの一年を頑張っていきたいで
す。

稲垣 康生　3月20日
48歳になりました。相変わらず子供と卓球をしていますが
何故か太ってきました。
なんでだろう？
正解は夜は毎日宴会してるからでしたー!

中村 香苗 3月30日
またまた、一年、あっという間に過ぎてしまいました。
コロナ禍の中、昨年の春は、休校中で子どもたちも家にい
る事が多く大変でしたが、今思えば、子どもたちが揃って家
にいる日なんて、少なくなり、そのうちなくなっていくのだろ
うなーと思い、ちょっとだけ楽しんで過ごさせてもらいまし
た。子どもたちも色々我慢した事が多かったと思います今
年こそは終息に向かう事を願っております。

Happy Birthday

Happy Anniversary
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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。

   1日（木） 第一例会　　　　　　　　　　　　　　　日航プリンセス京都
   8日（木）              役員会　　　　　　　　　　　　　　　　ＹＭＣＡ三条本館
15日（土）　　　  第二例会　　　　　　　　　　　　　　　日航プリンセス京都
25日（日） リトセン夜桜フェスタ　　　　　　　　　リトリートセンター
　　（土） JOCSウォーカソン　　　　　　　　　　　賀茂川堤防
　　　　　　　　  YYYフォーラム

 

  4日（木）　　　　第一例会：ZOOM例会
  6日（土)　7日（日）　ミニバスケットボール 　　　　　　横大路運動公園
11日（日）　　　　役員会  　　ＹＭＣＡ三条本館
14日（木）　　　　YMCAリーダー卒業祝会 　　　　　ＹＭＣＡ三条本館
18日（土）　　　　第二例会　TOF例会　　　 　　　　　ＹＭＣＡ三条本館
　　（日）　　　　全国車椅子駅伝サポート　　　　　　宝ヶ池プリンスホテル

3月・4月の予定
4月の予定3月の予定

中止

中止

中止


