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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～

●3月在籍者46名

●3月月間メイキャップ者数
●3月月間出席率 72.9％

0名

●BFポイント
3月分

3月分
3月分

切手 pt 累計 pt
現金 円 累計 円

円
円

●ニコニコ 円 累計
●ファンド 円

0
0

0
0

402,718
62,331

0
0

累計

DATA OF April ４月の強調テーマ

YMCAサービス
ASF

今期YMCAと協働した活動を振り返り、
次期に継続できるクラブの支援をみんな
で考えよう。

益国隆人　Ｙ・サユース事業主任
（広島クラブ）

メンバー
メネット
コメット
ゲスト
ビジター

第１例会
27名
0名
0名
0名
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第２例会
26名
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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

☆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～ 』　

「楽しくなければワイズじゃない！」
　

京都部部長　　中村　隆司（京都ウェル）
　　　
ウイングクラブの皆様こんにちは、日頃からワイズ活動にご尽力頂き有難う御座いま
す！
またコロナ禍で色 と々制限があり御苦労されておられると思いますが、そのような中
でも新しい生活様式に合わせてアイデアを出し、知恵を絞り、皆様がご活躍されておら
れる事に感謝申し上げます。
そして今期、今村ワイズを京都部の書記にご輩出頂き併せて御礼申し上げます。ウ

イングクラブの中心でご活躍されておられる今村ワイズには、どうしてもお力添えを頂
き、京都部を盛り上げて頂きたいと言う思いからお願いをさせて頂きましたが、快くご
了承頂き感謝申し上げます。
さて、このブリテンが発行されるころ世界のコロナ情勢はどのようになっているでしょ

うか？日本も第４波が来ているかもしれませんね？ウイングクラブの皆様とは普段から
事業等でご一緒させて頂く機会も多く、また例会等にもよく呼んで頂き頻繁に交流をさ
せて頂いておりますが、今期は全く無く残念です。残り数か月ですが、例年の様に交流
できる事を願うばかりです。
ただ、予断を許さないコロナ禍が続く大変な状況で、この先どうなる事やと思っては
おりますが、意気消沈ばかりしてられません。私はこのようなコロナ禍のなか部長をさ
せて頂いている事に運命を感じ、「あなたならこの惨禍の状況もきっと克服出来るから
頑張りなさい」と神様が試練を与えて下さったと思い、ポジティブに務めさせて頂いて
おります。
天根会長並びにウイングクラブの皆様、勿論メンバー一人ひとりの命と健康を最優
先にして頂き、決して無理はなさらないで頂きたいですが、苦境に陥りながらも何とか
工夫をし、今できる事を模索しながら引き続き活動を行って頂きたいと思います。これ
からは良質な非常識、まさしくニューノーマルな取組みが必要になってくると思います。
そして目配り、気配り、心配りを忘れず、誰ひとり取り残さない、誰も置き去りにしない気
持ちを大切に残り数か月ご尽力頂きたいと思います。
人生は一度しかありません、ワイズを存分に楽しみましょう、「楽しくなければワイズ

じゃない」ですよ！　どうぞ宜しくお願い申し上げます。

今月の聖句「ルカによる福音書　12章54～56節」は、
4pをご覧ください
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３月の例会
【第一例会】　
　参加者：メンバー27名

日時：3月4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
　　「35周年に向けて過去の周年例会を振り返る」

2020年度会期にて、私はファンド委員会の委員長をさ
せて頂きました。コロナ過の最中、例年であれば例会や
事業等を通してお互い親交を深めつつファンド事業へ
のご協力を賜るところ、感染対策の為に、多くの例会が
中止やリモートでの開催になり、そんな中でラインやズ
ーム等を駆使してなんとか目標金額達成目前までファ
ンド利益を積み上げることができました。私は京都ウイ
ングクラブに入会してまだ日が浅く、メンバーの方々に
やっと名前を憶えて頂いたくらいの新参者でありました
が、そんな新参者の私の為に、しかもコロナ過の苦境の
最中に多くのメンバーの方々が身銭を切って頂くこと
に新鮮な驚きと感動を得ました。これもひとえに京都ウ
イングクラブの皆様のおかげであると思いました。と、
同時に皆様のワイズメンとしての心構えと結束力の力
強さを再確認致しました。（岩本　直己）

【第二例会】　
　参加者：メンバー26名・メネット3名・ゲスト1名

日時：3月18日(木)　19:00～
場所：YMCA本館マナホール　
プログラム：TOF例会
　　　　　　「ヨガ体験」　講師：高田佳世子先生

コロナ渦で例会が休会やZOOMでのオンラインが続き、
久々にメンバーに会えるTOF例会が開催されました。メ
インプラグラムはヨガ体験、コロナ自粛で鈍った身体か
らか？加齢か？（笑）でふらつきながらの片脚立位ポー
ズなどリフレッシュの出来た例会でした。
自粛モードもあるのか？参加メンバーは少な目で・・・
TOFの意味を知って頂く面で新人メンバーにも多く参
加して頂きたかったです。しかし、通年思うのは、TOF例
会の出席率はあまり良くないと思います⁉ホテルでの
例会でないのもあるのか、通常の例会と思われない
か？TOF例会もいつも通りの感覚で出席があれば・・・
今期TOF担当CS委員長なので、新人メンバーにもTOF
（Time  of  Fast）知って頂きたいので、少し説明させて
いただきます。内容は例会での食事を抜いて、その金
額を献金し世界中の貧困・飢餓で苦しむ人々の為、活
用されます。1972年から世界中のワイズメンクラブで
行われる事業ですので、歴史と世界地域奉仕活動の点
からも意義のある事業だと思います！！
少し意味はズレるかも知れませんが、最近、よく聞く
SDGs（持続可能な社会）の17項目の目標にも、最初の
項目リストに　①貧困をなくす ②飢餓をゼロに 
③すべて人に健康と福祉を　と有ります。
ワイズメンズクラブは50年
前から掲げていました。
（山内　達也）

YMCAリーダー卒業祝会 日時：3月14日（木）
場所：三条YMCA本館

今日は京都YMCAの学生リーダーさんの卒Y式に参加してきました。
在学中に子どもたちのキャンプや野外活動のリーダーをされていた方達です。
昔に比べて学生生活も緩くないこのご時世にリーダーとして活動し続けたことは本当に
立派なことだと思います。そして、そのコミュニティが卒業しても続き僕たちのようなワイズメンとも繋がっていくことは
本当に生涯の財産になると思いました。今年から大学生になる長女も小学生の頃はYMCAの野外活動クラブに入っ
ていたので、リーダーとして活躍してくれたらなぁとは思いますが、親の願望は胸のうちにしまっておきたいと思います
笑。（天根　静也）
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「私とワイズ」
田中　富基

　新卒で証券会社に入り、３２才から会社による2度
の米国留学と２度の家族帯同の海外勤務を経て帰
国し、２０００年に４５歳で宝塚市雲雀丘に家を建
て、その後の１５年の主に東京での単身赴任を終え
て定年退職、６０歳で自宅に戻りました。３７年で転
勤１４回、会社漬けの人生を送って来ました。若い時
に入会した人もたくさんいますが、私の場合は、３０・
４０・５０代でワイズメンズはもとより、ロータリー・
ライオンズ・YMCA等の活動は考えられませんでした。
　初参加の高校の関西地区同窓会が京都であり、４
２年ぶりに西沢ワイズに会いました。彼は理系、私は
文系で接点はなかったのですが、実家が徒歩圏内と
近い事もわかり、懐かしく交流が始まりました。琵琶
湖でのボート遊びが楽しく、何回か通っているうちに
ソラシドキャンプでの児童をクルーザーに招待する
活動を手伝う事になり、いつのいまにかウイングクラ
ブに入会していました。入会するとお互いに違和感
があり何かギクシャクします。分かりました。ワイズメ
ンで大企業・金融機関出身・現役は皆無？で、しかも
ボランティア活動。考え方・行動規範がまるで違うの
です。アウエイ感でテンションは下がりました。
　私は、 Keep my words,  Trustworthy. を胸に生
きて来ました。撤収は簡単だけど納得してからと活動
範囲を広げていると、京都での西日本区大会で、地元
宝塚ワイズの方に声を掛けられ、六甲部のクラブ例
会や催しに参加し始めました。それから視野が広がり
ました。宝塚市民クリスマスに参加した事から母校関
西学院グリークラブ源流の「宝塚ゾリステン」と言う男
声合唱団に巡り合い、生涯の趣味である「ルネサンス
期のポリフォニー」を楽しめています。仕事：合唱と忙
しく、例会で京都に通う度に阪急電車を乗り換えなが
ら「これでいいのか？」と考えましたが、４年経つと肩
の力が抜けて、ウイングクラブに懐かしく思えるメン
バーが増え、「ウイングが自分のクラブ」と思えるよう
になりました。コロナ禍の委員会でリアルに会うのは
「楽しみ」に変わりました。不思議なものですね。

YMCA NEWS :

1．４月からのボランティアリーダー募集

4月から、京都 YMCAでボランティアリーダーとして登録
し、活動する大学生を募集いたします。
（自然体験学習 、病気の子ども達の支援、病気の子ども
の元気なきょうだいの支援、発達障がいのある子ども達の
支援、サマーキャンプ・スキーキャンプ）
〇対象
4 年制大学の2021 年度 1 回生、2 回生もしくは短大や
2 年制以上の専門学校の1 年生
〇詳細はhttp://kyotoymca.or.jp/camp/?page_id=802
　または、QRコードから読み取ってご覧ください。
〇募集説明会
以下の日程の19 時～ 20 時に開催。 
4月：6日（火）、13日（火）、
　　　20日（火）、27日（火）
 5月：11日（火）、18日（火）、25日（火）
参加希望日時をお名前と合わせて　
ilovecamp@kyotoymca.org　までお知らせください。

「10年後のウイング」
藤田　正純

　私がウイングに入会して１２年が経つと思いま
す。その時の会長が今村ワイズで、毎年新会長が
会長専任委員会で選ばれていると聞いています。選
ぶ方も大変だと思いますが、選ばれた方もこれまた

大変（笑）だと思います。毎年会長の個性が出て
いて、楽しくて面白い例会が開かれています。私が
入会してから新しい出会いもあれば悲しい別れもあ
りました。私自身昨年うっ血性心不全で三途の川を
渡りかけてから死に方に付いて考える様になりまし
た。持病の心臓も腰も彼方此方が悲鳴を上げて10
年後クラブにどの様な形で参加出来ているかを考え
ると何やら面白い？決してネガティブな考えではなく
ポジティブな考えとして捉えています。何年現役で
仕事やクラブ活動が出来ているか？あっ！クラブ活動
はウイングであって祇園のクラブ活動ではありません
( 笑 )
　さて、10年後のウイングはどの様なクラブになっ
ているのかを考えると何やら楽しくなります。現在約
50名近くのメンバーが在籍して居ます。近い将来
エクステンションで新しいクラブが誕生しているか、
今の状態のままメンバーが増え巨大なクラブになり、
今以上に楽しい例会や委員会が開かれていると思
います。私は現在日本整体師連盟の常任理事と、
日本整体学会の理事を兼任していますが、そろそろ
老兵は退き若手を起用して連盟の運営をと提案して
います。ウイングも新メンバーを増やして世代交代っ
て言い方は違うかもしれませんが、若手・新人に会
を引っ張って貰いその後についていくのが楽しいか
なって私は思います。暫くは元気だと思うので今の
スタイルでウイングを楽しませていただきます。



山田　祐輔・あずさ　4月6日
今年で結婚12年目になります！子どもも全員小学校に上
がり、野球に剣道と、忙しくも楽しい日々を過ごしており
ます！コロナの影響で、思うような生活は出来ませんが、
今出来ることを全力で頑張りたいと思います。まずは、
今年の結婚記念日頑張ります！

稲垣　康生・有美　4月8日
早いもので、結婚してから21年目。気付けば長女も4月
から家を離れ自分の目標に近付くように頑張って欲しい
です。一年一年歳をとっていきますが気持ちはいつも20
代。これからも宜しくお願いします。

中村　彰利・めぐみ　4月11日
12年目を迎えます。結婚して今まで、記念日といって何も
したことがないのですが、今年は何かしてみようと思い
ます。昨年のコロナのお陰で家も片付き、夫婦ふたりで
ゆったり過ごしております。

岸本　伸也・薫　4月18日
3周年の記念日です。毎週末、コナミスポーツクラブに通
って二人で泳いでます。最初50mがこんなに遠いとは思
いませんでした。今は、1kmをノルマで頑張ってます。

中村　裕一・麻里　4月19日
２９年目かと存じます。大変な状況ですが、コロナ禍で
付き合いの断捨離も出来、要らんお付き合いも少なくな
りました。夫婦一緒の時間も長くなり、月一回、国内旅行
を楽しんでいます。会合が激減し、肝臓の数値も、先生が
驚くほど急回復しました。この特殊な局面も悪いことば
かりではないと思うようにしています。

井上　英也・凉子　4月21日
アニバーサリーの原稿依頼が来ると、そうかもう一年経
ったのかといつも思います。お陰様で二人とも病気もせ
づ元気でいられる事に感謝です。53年経ちました。

中村 彰利　4月1日
45歳になります。40代もあと一年で半分と思うと、40代
のうちにやっておきたい事を意識してしまいました。そ
して、果たして自分は40代らしいのだろうか？という振り
返りをしてみたいなと思う今日この頃です。

岸本　薫　4月6日
夫婦揃って還暦を迎える年となりました。コロナにも負
けずに今年も各所で満開のお花で喜びやパワーを与え
てくれる桜の木の様に、私達もまだまだこれからも頑張
ります。

山田　あずさ　4月6日
まだまだ収まらないコロナ禍で、例年より早く一年が過
ぎてしまった様に感じます。
来年は長女の寧音も中学生と言うことで親の私も大変
驚いています。日々成長し、親離れしていってしまう4人
の子供たちを、旦那と目一杯愛し、舐め回して、一日一日
を大切に過ごして行きたいと思います。

篠原 寿一 4月12日
コロナ過の中 休日は、愛犬の散歩、たまにドックランで、
走る回るのを楽しんでいます。仕事は、きつい、汚い、危
険、丈夫な体を持っていますが、真冬の水の冷たさや、
真夏の猛暑に、心が折れそうな６１歳。

藤田 寿男 4月18日
1年間コロナに感染せず、無事に過ごせたことを感謝し、
結果として自粛する力が自分にも備わっていたことを自
覚し、その分コロナ後にあれもこれもやってみたいとい
う気持ちが不思議と湧いてこず、ひょっとして、面白味の
ない人間に変わってしまっているのかなと、不安にさせ
られる７４歳という年齢がすぐそこ。

田中 富基 4月29日
今月末で６６才、名実共高齢者です。定年退職後忙しく
ドックに入っていません。コロナ禍で昨年も受けれず。　
今年受けたら何かあるだろうと覚悟はしています。今月
から梅田の駅前第4ビルに梅田支店を開設して、楽しく
仕事をしています。仕事と合唱と素敵な仲間、この幸せ
が長く続きます様に。

Happy Birthday

  6日（木） 第一例会：EMCアワー  19時～ 日航プリンセス
13日（木）              役員会 19時～ 三条YMCA
 かもがわチャリティラン 11時～　　　 鴨川堤防
22日（木） 第二例会：ファミリー例会   サバエキャンプ場
 ウイズキッズ病院コンサート  　　　　府立医大

 

  1日（日） 第一例会：会計について 19時～ 日航プリンセス 
  8日（木）              役員会 19時～ 三条YMCA
 JOCSウォーカソン 
16日（木） 第二例会：会則について 19時～ ZOOM
25日（日） リトセン夜桜フェスタ 16時～ リトリートセンター

4月・5月の予定
５月の予定４月の予定

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。

今月の聖句「ルカによる福音書　12章54～56節」
イエスはまた群衆にも言われた。「あなたがたは、雲
が西に出るのを見るとすぐに、『にわか雨になる』と言
う。実際そのとおりになる。また、南風が吹いている
のを見ると、『暑くなる』と言う。事実そうなる。偽善者よ、
このように空や地の模様を見分けることは知っているの
に、どうして今の時を見分けることを知らないのか。」


