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★クラブ会長主題 「も う 一 歩 踏 み 込 ん で 」
●今月の聖句

求めなさい。そうすれば、与えられる。探しなさい。そうすれば、見
つかる。門をたたきなさい。そうすれば、開かれる。

マタイによる福音書 7 章 7 節

☆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）
新山 兼司（京都トップス）
主 題：
「Challenges for the future 未来
への挑戦」
副 題：
「羽ばたこう！２０２２年
ワイズ１００周年に向かって！」

『うるおいの場』
それがウイングクラブ！
次期会長

松島政雄

今回のブリテンを書くにあたって参考に森野ブリテン委員長から一年前の

木下副会長（現会長）の記事を読ませて頂くことにしました。すると見てびっく

り！例会の急な中止やリモートでの開催など、
コロナ過での例会やワークの在

り方が一年前比べても殆んど変わっていませんでした。
ワクチン摂取が実施

されているとはいえ、
コロナが収束している兆しが無いのです。むしろ身近に
陽性者がちらほらと耳に届くようになってます。

その中でウイングクラブでは昨年同様に引継ぎ例会・総会・リトセン準備ワ

ーク、そしてリモート開催になるとはいえ今年で最後となってしまう青い空と
白い雲のキャンプと活動しています。例会の中止、
リモート例会と色々な急な

対応に追われて大変ですが、それでも制約の中、前向きに皆が顔を合わせて

活動できるように取り組んでいます。私が思うに、
こんな状況であるがゆえに
仲間が顔を合わせて向き合い助け合い生まれる絆は強いものになると思い

☆京都部部長
中村 隆司（京都ウェル）
「人生は一度きり Part2」
〜出会いから全てが始まる〜 』

ます。

私は日ごろから、人生の「心のよりどころ」を3つの場に区分けしてます。一

つは「生き甲斐の場」
としての仕事、二つめは「やすらぎの場」
としての家庭と

趣味、三つめは「うるおいの場」
（感動の場）
としてのウイングクラブです。人と

の付き合い、出会いを通して、人生の巾を広げ、感動にひたり、人間性を高め

るための場です。
ですから出来うる限り顔を合わせたクラブ活動をしたいと考
えてます。

今期もコロナに負けず『うるおいの場』
で有り続けましょう。
DATA OF JULY

●7月在籍者48名
メンバー
メネット
コメット
ゲスト
ビジター
CHARTERED 21.NOV'87
CLUB OFFICE
SANJYO-YANAGINOBANBA
NAKAGYO-KU, KYOTO 604-8030 JAPAN
TEL（075）231-4388 FAX（075）255-2805

第１例会
38名
0名
0名
0名
0名

●7月月間メイキャップ者数
●7月月間出席率

0 pt
●BFポイント 切手
現金
0円
7月分
●ニコニコ 7月分
26,000 円
●ファンド 7月分
0円

累計
累計
累計
累計

8 月の強調テーマ ①
第２例会
34名
0名
0名
0名
0名
0名
75.0％

0 pt
０円
26,000 円
０円

LTOD
リーダーシップを学んでください！クラブ・

部・区等あらゆる機会に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

ワイズリーダーシップ開発委員長（神戸クラブ）

7月の例会

第１例会

第２例会

日時：7月1日(木) 19:00〜
場所：ホテル日航プリンセス京都
プログラム：「定時総会」

日時：7月15日(木) 19:00〜
場所：ホテル日航プリンセス京都
プログラム：「ドライバーアワー」

緊張の中、木下会長の『もう一歩踏み込んで』の挨拶で

今期、二回目の参加例会が実施されました。本来は、納

歩踏み込んで1年間行動することを目標に頑張っていき

常例会となりました。

第1回目の例会が始まりました。
メンバー全員がもう一

涼例会が定番なのですが、今期もコロナ禍の影響で通

ましょう！と。

メインプログラムは、臨時総会で9/19(日)に納涼例会実

型コロナウィルスの影響でリアルな例会を開くことか出

バーアワーが行われ、
これまでの企画でルミナス神戸の

メインプログラムでは、第34期の報告がされました。新

施と会則変更が、原案通り承認されました。あと、
ドライ

来ず、慣れないzoomでの例会は大変困難でした。その

ファミリー例会が良かった。オンライン例会では、IBC交

れました。今期も新型コロナの収束には、時間がかかり

ライバー委員会にとって今期の運営に役立つアワーと

あとは、第35期事業計画、予算が各委員長から発表さ
そうで、
ウイズコロナでやらなければいけないのでほと

んどの事業も柔軟に対応していかなければと感じました。

（森野

流会、その他形式では、一泊例会の希望が出ました。
ド

なりました。
（岸本伸也）

茂）

月の強調テーマ ②
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IBC・DBC

締結しているクラブ同士で連絡をとりあい、
近況報告並びに協働事業を検討しよう。

締結をしていないクラブは他クラブ訪問をしてみましょう！
深谷
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聡

国際･交流事業主任（名古屋クラブ）
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7月の事業参加
サバエ夏季開設準備ワーク

日時：7月4日・11日（日）
場所：サバエキャンプ場
雨が心配されていましたが、
ワークが始まる前にはす
っかり止んでくれました。例年通りキャビン周辺と駐車場
の草刈り、そして刈草焼却。火遊び好きのワイズたちがブ
ロワ片手に奮闘しましたが、雨に濡れた草はなかなか燃
えてくれませんでしたね。
今回は浜辺の清掃も行いました。浜に打ち上げられた
草ごみとプラスチックごみはまるで道のようにどこまでも
続いていて、ただただ圧倒的されました。
プラスチックご
み・・・減らしたいですね。
（中西 彬）

YMCA NEWS :
■京都 YMCA 公式 YouTube チャンネル

動画配信中

YouTube 京都 YMCA 公式チャンネルから動画配信中。
【京都 YMCAYouTube 公式チャンネル】
チャンネル登録お願いします！ →

■2022 年度保育園入園希望者説明会申込み受付中
2022 年度保育園入園希望者説明会の申し込みを、受
け付けております。見学ご希望の方は、お電話もしくは
メールにてお問い合わせください。
説明会の日程は随時更新していきます。
＜日時＞８月２１日（土）１０時〜１１時３０分
９月２５日（土）１０時〜１１時３０分
＜場所＞京都ＹＭＣＡ
＜お問合せ、申込み＞Tel：075-254-8131
E-mail：hoikuen@kyotoymca.org
■ＹＭＣＡ子ども・ユース・地域支援ポジティブネット募金
昨年以来、みなさまにご協力をお願いしてきた「活動継
続支援寄付金」は、今後「ＹＭＣＡ子ども・ユース・
地域支援ポジティブネット募金」として、引き続き集め
させていただきます。
地域で暮らす子どもからご高齢の方、そして留学生、一
人でもたくさんの人に、より良い学び・体験・つながり
の場を提供すべく、活動に取り組むための寄付金にみ
なさまのご支援・ご協力をお願いいたします。
ご協力いただくには（寄付金のお申込みについて）
①右記 QR コードより、
申込みフォームにご記入ください。
②下記の口座にお振込みください。
郵便振替
01030−6−733
口座名
京都ＹＭＣＡ
ザイ）キョウトワイエムシーエー
ゆうちょ銀行 一〇九支店 当座預金 733
口座名 京都ＹＭＣＡ
ザイ）キョウトワイエムシーエー
京都銀行
本店 普通口座 721365
口座名 京都ＹＭＣＡ 代表理事 加藤俊明
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Happy Birthday
西野健次

8月1日

山田祐輔

8月21日

今年も無事に誕生日を迎える事ができました。あと15年、 今年で36歳になります。
現役で頑張れるよう、頭の中と身体と感覚を磨きける毎

日にしようと思います。節目の55歳。今からもう一度、青

20周年で入会させて頂き、来期で15年になります。

クラブでも、個人でも良い期を迎えられるように、今期

春時代のあの時のような、心のままに人生を送ります。 は書記頑張ります。
若返ります⁉

上田亜季

佐々木貫二 8月26日

8月3日

今年もコロナ禍で子供達が我慢を重ねる毎日を見て心

を痛めます。そんな中でも出来ることに取り組む姿を見

て、自分に出来ることが何か考えながら過ごす夏にしよ

うと思います。

岸本伸也

今年で47歳脂が乗って頑張り時ですが、体内の脂肪も
乗りすぎて、体が重たくハァハァ言うてます。

ダイエットまでは行きませんが少し体作りも考え頑張っ
ていきたいです。

木下敬悟

8月12日

ウイングに入会して20年、体重20kg減、
ウエスト20cm減

8月28日

実感はあまり無いですが、40歳になります。

前厄のせいか周りの物が次々故障していきます

で関連性は無いですが、60歳還暦です。まだまだ、引退

自分自身が故障しないように１年間慎重に過ごしてい

森野真由美 8月15日

長谷川みづき

学生活ももう少しで終わり、やっと自分の時間が出来る

えてのお誕生日を迎えれる事を楽しみしています。初め

は出来ませんので頑張ります。
きたいです。たいです。
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。

コロナで皆さんが大変な中、誕生日を迎えて、次女の大
のかなっと楽しみにしてます。

青倉智子

32歳になります。昨年息子が産まれ今年は家族が1人増

ての子育てで苦戦中ですが笑顔の絶えない一年にした
いと思います。

8月16日

目がかゆく、鼻水止まらず、
くしゃみ有り…花粉症。目が

かすみ、ピントが合いにくく、読みものを前後に動かし
がち…老眼？あれがさ、あれして、あれやんか…周りを巻

き込み脳トレ。確実に年齢を重ねております。

長谷川卓哉

8月28日

Happy Anniversary
長谷川卓哉・みづき夫妻

初めての結婚記念日です。

8月8日

独身時代とは180度異なる生活をおくっています。
（笑）
妻に対する日頃の感謝の気持ちを特別な形で表現した

8月18日

39才になります。30代最後の年を悔いのない様に全力
少年の気持ちで駆け抜けたいと思います。

いと考えています。

新井 康典・玲子夫妻 8月25日

今年もまた一年が過ぎ、結婚をした日を思い出します。

安藤也人 8月19日

あの時から十数年経ち、子供が3人生まれ、5人家族にな

50歳まであと1年となりました…

最近は子供と週5日の野球で丸焦げに焼けて遊んでる
人にしか見えなくなりました。

りました。

夫婦・家族仲良くこれからもやっていきたいと思います。

8月・9月の予定
8月の予定
5日（木）
19日（木）

第一例会：部長公式訪問

19時〜

Ｈ日航プリンセス

役員会

19時〜

三条ＹＭＣＡ

21,22日（土/日）青い空と白い雲のキャンプ
26日（木）

9月の予定

第二例会：ゲストスピーチ

サバエキャンプ場
19時〜

Ｈ日航プリンセス

2日（木）

第一例会：Yサアワー

5日（日）

リトセン秋季準備ワーク

9日（木）

役員会

19日（日）

第二例会：納涼例会
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15時〜
9時〜

19時〜

19時〜

Ｈ日航プリンセス

リトリートセンター
三条ＹＭＣＡ

嵐山
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