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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

☆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〜 』

今月の聖句「ルカによる福音書
4pをご覧ください

14章1〜6節」は、

『京都部第25期2020〜2021年度の書記として』

今村

隆宏

思い返すと昨年1月17日に第1回京都部準備役員会が三条YMCAにて開

催された。中村次期部長は『ワイズの醍醐味は出会いから』
『無数の一期一

会がワイズ旅の始まり』
クラブの垣根を越えて、部、区、世界のワイズメンと出

会い交流をし、共に成長出来る場所、出会えた仲間が最高と思える場所がワ

イズメンズクラブだと。楽しくなければワイズじゃない。人生は一度しかあり

ません、存分に楽しみましょう！！と旗を揚げられた数か月後に・・・。世界人類

の誰もが予想しなかったコロナウィルスで生活は一変した。京都部25期が7

月からスタートするにあたり、年間スケジュールの変更や各事業の中止など
対応に追われた。京都部として上半期の活動は全て中止や自粛を決定した
中で、京都部会を開催出来なかった事は残念です。各クラブにおいても例会

が長期に渡り中止されたり、周年例会の延期などご苦労されたと思います。Y

サ・ユース事業や地域奉仕・環境事業に関しては制限されている中でアイデ

アを出して知恵を絞り作業されていたと思います。国際交流事業ではオンラ
インを利用してのＩＢＣ・ＤＢＣの交流は盛んにされていました。ＥＭＣ事

業に関してはコロナ禍で影響を受けられていたにも関わらず、去年の末に数

名の退会者が出たにも関わらず純増12名という結果になりました。私なりに
苦労した事は評議会での仕切りです。対面では状況も見やすく進行もスムー

ズなのですが、ZOOMでの開催で画面2ページ、約30名で時間内で進める事

はかなり神経を使いました。昨年の10月頃だと思いますが、中村部長から自
分で描いていた事が何も出来ない中で任期を終えるのが悔しいので、26期

も部長として役職を全うしたいと熱く語られた。その熱意を受け個人的にも
大好きな中村隆司という一人の男に惚れ込み、次期も書記として継続させて
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●4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
30名
0名
0名
0名
0名

●4月月間メイキャップ者数
●4月月間出席率

5 月の強調テー マ
第２例会
24名
0名
0名
0名
0名
0名
0％

0 pt 累計
0 pt
●BFポイント 切手
現金 73,500 円 累計 73,500 円
4月分
●ニコニコ 4月分
10,000 円 累計 62,331 円
●ファンド 4月分
0 円 累計 402,718 円

LT
リーダーシップを学んでください！
クラブ・部・区など、あらゆる機会にリ
ーダーシップの学びの場があります。全
てを有意義に捉え、スキルアップをして、
リーダーシップを身に着けてください。
鵜丹谷剛ﾜｲｽﾞﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ開発委員長
（神戸ｸﾗﾌﾞ）

頂きたいと思いました。
こんなに一生懸命にワイズに取り組む姿勢、
ウエルクラブは少ない人数でも、
クラブとしても
成り立つのはこんな男が居るクラブだからこそだと感じました。
ウイングクラブは今期1名減の状況です。
メンバーは

直ぐに、そして簡単に増えるものでもありません。京都部では9クラブが、多いところでは3名の新入会員を獲得して

います。35期に向けて今からメンバー全員が『その気』になって素晴らしいメンバー獲得に向けて頑張りましょう。
ウ

イングクラブは素晴らしいメンバーが集まっています。
『その気』
を出させるのも会長の役目です。次期はコロナ終息

を願いつつ、木下次期会長の手腕が楽しみです。
そして次々期、松島期の35周年記念例会では心に残る素晴らしい
例会にしたいものですね。

４月の例会

【第一例会】
参加者：メンバー30名
日時：4月1日(木)

【第二例会】
参加者：メンバー24名
日時：4月16日(木)

19:00〜

場所：日航プリンセス

プログラム：「会計について」

19:00〜

場所：ZOOM＆三条YMCA本館

プログラム：「会則について」

4 月第一例会の「各事業予算について」を聞いての感

４月の第二例会では、ウィングクラブの会則を全員で

結成以来継続している赤字の解決策というのは一朝

せて改定する為の、話し合いの場となりました。

想を述べます。

共有し、そこに書かれている内容を、今の体制に合わ

一夕では解決できないと認識しました。会費を上げる

この例会の前より会則の内容を理解できてないメンバ

マが混じわり糸口が掴めそうで掴めない難しいテーマ

ずかしながら他でもないわたしもその一人でした。

のは不可能だし、出席が増えれば支出増というジレン

ーも多いという意見がクラブ内で出ておりましたが、恥

だという事です。
コロナ禍では新たに会の見学・増員も

ウィングクラブに入会してもう三年近くになりますが、今

動ができれば「幸い」
という気持ちであるべきと思いま

いなかったことや教えていただいた事が多く、
「そんな

ままならない為、1 日も早く終息し、
ウイングの通常活

した。やり切れない気持ちではありますが、早く終息す
る事を祈るばかりです。（新井

康典）

回の振り返りで、まだまだウイングについて、わかって
決まりや歴史もあったんだ！」
と驚かされてばかりです。

そんな中で「呼び方が変わっていたり、昔はなかった委
員会」の事など、
ウイングクラブが歩んできた歴史の積

み重ねの一端にも触れられた気もして、その重みも感じ
れる例会になったと思います。

その一端を今担わせていただいていることを誇らしく

も思い、同時気が引き締まる例会でもありました。

（奥田
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健登）

「ウイングらしさとは」

「今のウイングクラブに思うこと」
本多

廣部

悠佑

仁太郎

私は入会させて頂いたのが、岸本ワイズが

昨年から引き続き、コロナウイルスの影響で

会長期にウイングクラブに入会しました。入

諸々の事業が中止、例会も半数程度が開催

会当時、私は右も左も分からない状態で必

できない中、今期の書記を務めさせていた

死に皆さんのお役に立てるように皆さんの背

だき、前例のない事態に右往左往といった

中を追いかけていたのを思い出します。情

状況ではありますが、メンバーの皆様の柔軟

けないですが、現在でもやっと右が少し分か

なご対応のおかげでなんとか残すところあと

るようになってきた所です。

2 ヶ月というところまできました。

私が思う「ウイングらしさ」は私の様な経験

この間、最も心配していたのは、メンバー間

の浅いメンバーにも役員に抜擢して下さる所

のコミュニケーションが希薄になる、クラブ

だと思います。私も実際、入会 3 年目頃か

参加へのモチベーションが下がるといったこ

ら CS 委員長や Y サ委員長を務めさせて頂き

とがおこらないか、ということでした。例会・

経験の少ない私にとって緊張の連続でした

事業以外のコミュニケーションの場として、

が、先輩方の手厚いサポートも有り現在も、

委員会がありますが、事業ができない、多

とても良い経験をさせてもらっております。

人数での会食ができない、といったことから

そして、なんと言ってもウイングクラブは団

委員会が開催できないといったこともありまし

結力が素晴らしいと思います。例会メインプ

た。そんな中、リモートによる例会等の開催

ログラム内での意見交換の場で、時には白

という形態にも少しずつ皆様慣れてこられ、

熱した論戦が繰り広げられますが、それでも

ご家庭の中の模様など従来では見ることのな

全員同じ方向を向いてクラブの為に意見され

かった様子がチラっとうかがえる等、新鮮な

てるのだと私は思います。ウイングクラブの

こともありました。またライン上でのコミュニ

例会、ワーク、共に普段の私の生活の一部

ケーションで笑いを誘う場面があるなど、ウ

になってきたな、と実感してきた矢先の新型

イングらしい絆をより一層感じることが多々あ

コロナウイルスの影響によりそのほとんどが

りました。

ストップしてしまい皆さんに会える機会も少

このように皆様の絆は深く、コロナ終息の際

なく、まだまだ終わりの見えないトンネルの

にはすぐにまた従来のように活動できる「暖

中ですがウイング持ち前の団結力でこの困難

気運転中」という印象ですが、星取り表を毎

を「ウイングらしく」乗り越え、また皆さんと

月確認していますと、参加率の低下、特にリ

例会場のテーブルを囲い、絆を更に強固な

モートでの例会は回を重ねる毎に参加者数

ものにし、新しい時代をまい進したいと思い

が顕著に減ってきております。じわじわと影

ます。

響がでてきているという実感もあり、新しい
期に代わる際には、今一度自分自身を振り
返り、積極的にコミュニケーションをとれるよ
う活動していこうと思います。
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Happy Anniversary

Happy Birthday
西沢 剛

5月14日

5/14で６６歳。昨年末頸椎の手術して3月頃には回復
するだろうと楽観視してましたが

未だに回復せず左腕上がらず不自由な毎日です。希望

を持ち仕事もしリハビリ頑張って復活めざす心ともう十

西沢 剛・いずみ 夫妻
西沢

剛・いづみ

5月4日

5月4日

5/4で39周年。年末年始、入院と自宅療養で開業して初

めて20日間ほど休診しました。その間ずっと世話をして

もらい嫁さんに頭があがりません。
コロナ禍でもあり夫

バースデー・アニバーサリーは、
分頑張ったし全て引退しようと思う心のせめぎあいの
婦で過ごす時間を楽しんでいます。
毎日です。

中村 誠司

篠原 寿一・きよ美 夫妻
メンバーのみの公開となります。

5月19日

5月12日

結婚31年が過ぎました。女房とは仕事も一緒で、家庭

とうとう50の大台に乗ってしまいました！50になっても

でも一緒、私が怒ってる時は、そばから離れて、静まる

ナのせいか！と自分に言い訳をしながら年齢に見合っ

満家庭を築く術を身に着けました。

抜けきらないフワフワ感は何なんだろう？そうか、コロ
た安定感を手に入れたいと思う今日この頃です！

のを待ち、女房が怒ってるときは、その逆で、お互い、円

岩本 直己・ひとみ 夫妻

5月22日

昭和64年（1989）に出会い、平成11年（1999）に結婚し、

YMCA NEWS :
1．2021 年度 第 1 回日本語能力試験 N1/N2
対策講座 募集中
7 月 4 日（日）の日本語能力試験の合格をめざし、
試験に必要な日本語を集中的に勉強します。
お知り合いの方がおられましたら、ご紹介ください。
詳細は
http://kyotoymca.or.jp/japanese/ﬁles/2021/04/JL
PTN1N2̲2021.pdf
または、下記 QR コードを読み取ってご覧ください。
電話または京都 YMCA１階窓口にて受付。
希望のレベルをお伝えください。
＊お問い合わせは下記までお願いします。
TEL 075-255-3287
お問い合わせは
http://kyotoymca.or.jp/?page̲id=815
または、下記 QR コードから読み取ってください。

コロナ禍の最中

令和3年（2021）5月を迎えることがで

きました。元号を三代貫いた夫婦であることを今は誇り
に思います。願わくは次の元号まで共に歩みたいと存

じます。

今月の聖句「ルカによる福音書

14章1節〜6節」

安息日のことだった。イエスは食事のためにファリサイ
派のある議員の家にお入りになったが、人々はイエス

の様子をうかがっていた。そのとき、イエスの前に水

腫を患っている人がいた。そこで、イエスは律法の専
門家たちやファリサイ派の人々に言われた。「安息日

に病気を治すことは律法で許されているか、いない

か。」彼らは黙っていた。すると、イエスは病人の手

を取り、病気をいやしてお帰しになった。そして、言

われた。「あなたたちの中に、自分の息子か牛が井戸
に落ちたら、安息日だからといって、すぐに引き上げ

てやらない者がいるだろうか。」彼らは、これに対して
詳細案内

答えることができなかった。

問い合わせフォーム

5月・6月の予定
５月の予定
6日（木）

13日（木）
22日（土）

第一例会：EMCアワー
役員会

かもがわチャリティラン

第二例会：ファミリー例会

ウイズキッズ病院コンサート

19時〜

19時〜

11時〜

６月の予定
日航プリンセス

3日（木）

第一例会：

19時〜

日航プリンセス

鴨川堤防

10日（木）

次期役員会

9時30分〜

三条ＹＭＣＡ

19日（日）

第二例会：引継例会

18時〜

日航プリンセス

三条YMCA

サバエキャンプ場

府立医大

※ファミリー例会は20日（木）にZOOM例会に変更する可能性があります。

5日（土）6日（日） 西日本区大会
17日（木）

引継役員会
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19時30分〜

ウェスティン都
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