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★クラブ会長主題
●今月の聖句

「もう一歩踏み込んで」

DATA OF SEPTEMBER 9 月の強調テーマ 

EMC
YES

2022年ワイズメンズクラブ創立100周年に向
かって、目標300名の会員増強を目指しまし
ょう。YES献金への理解を求め、献金目標達
成を目指しましょう。

山口　雅也
EMC事業主任（京都キャピタルクラブ）
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会　長 President 木下敬悟／Keigo Kinoshita 
副会長 VicePresident 谷口豊／Yutaka Taniguchi・松島正雄／Masao Matsushima
書　記 Secretary 北川雅俊／Masatoshi Kitagawa・山田祐輔／Yusuke Yamada
会　計 Accountant 本多悠佑／Yusuke Honda・余東達／Totatsu Yo

☆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！」

☆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～ 』　

●8月在籍者48名

●8月月間メイキャップ者数
●8月月間出席率 71.9％
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昨年同様、コロナ禍での35期がスタートしました。8月第1例会、第2例会は少
し無理をして1時間の時短例会をホテルで行いました。やはりメンバーが集まり
例会を開催するとウイングクラブらしさが見え隠れしほっとします。
先日のソラシドキャンプもそうですが、やはりメンバーが集まると大したワーク
を何もしていなくても顔を見るだけでほっとしますね。
とは言えコロナの終息はなかなか先が見えず今期もコロナと付き合っていか
なければならないので、例会の予定や事業の予定が変わってきます。昨年1年経
験されたので戸惑いは少ないとは思いますが、リモートでの例会や役員会も増え
てくると思いますし、事業の中止なども出てくると思います。ドライバー委員長や
書記は大変だと思いますがよろしくお願いします。
今期、木下会長は「もう一歩踏み込んで」を会長主題に掲げられ、もう一歩踏み
込んだ活動を求められていますが、現状なかなか事業は難しく踏み込みづらい
状況ではありますが、意識の部分では踏み込めると思いますので一歩も引くこと
なく前向きにいろいろ工夫を凝らして踏み込んでいけたらと思います。
前期の天根会長もそうですがこういうコロナ禍で会長されるのは非常にかわ
いそうだと思います。ウイングの場合、一生で1回しか回ってこない会長職でやり
たい事がいっぱい有ると思いますが思うように出来ないのはつらいですね。
コロナが終息したらもう一回会長をさせてあげたいくらいですね。ご本人はどう
言われるかわかりませんが･･･
　35期木下会長期もはや2ヶ月が過ぎました。この2か月は例会もワークもひ

と通り無事に行いましたが、9月の例会からはまた三条YMCAとリモートを組み合
わせたハイブリッド例会が予定されています。また秋には来期の35周年に向け
実行委員会が立ち上がります。こういう時だからこそウイングの叡智を出し合っ
て意識高くみんなが前向きに取り組み木下会長を盛り上げいけたらと思います
ので皆様のご協力をよろしくお願いします。

副会長　谷口 豊
『副会長としていま思うこと』

あなたは、兄弟の目にあるおが屑は見えるのに、なぜ自分の 
目の中の丸太に気づかないのか。

マタイによる福音書　7章 3節
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　前期はコロナ禍例会運営もままならない状況でした
が今期は7月キックオフ、第２例会と順調しにスタートで
きやっと通常に戻れると思いきやまたもや蔓延防止宣
言、時間短縮リモート併用の食事なし例会になりました。
　メインプログラムは京都部長公式訪問、中村隆司部
長は昨年コロナで思いを十分に達成できなかったこと
から自ら今年も部長を継続すること志願されたと聞いて
いる。そのことだけでもワイズに対する熱い思いがが伝
わってくる。10月10日の部会、11月7日のワイズデーを
成功させたいと強く語られた。
　ウイングクラブは今村京都部書記を輩出していること
でもあり、成功に導くよう全面的に協力しなくてはと思う。
　メネット事業主査の中村典子さん、PR委員会委員長
近藤さんのお二人からも今期の方針をお話しされた。ウ
エルクラブの田栗ワイズからは京都部会のPRをされた。
何はともあれ京都部会全員参加で盛り上げましょう。

（井上 英也）

日時：8月5日(木)　19:00～　
場所：ホテル日航プリンセス京都
プログラム：「部長公式訪問」　中村　隆司部長

8月の例会
第２例会第１例会

　木下会長の青い空と白い雲のキャンプの撮影が無事
に終了したことと御礼で8月の第二例会がスタート。
　本日のゲストスピーチは、安達佳子さん。安達さんは、
若い頃にライオンズクラブに入会し、初めに感動する事
業に出会えた。障害になった女子大学生の話で、学校も
行かず、やりがいも無い中であることから介助犬を頂い
た。その介助犬のおかげで人生が変わり、どうしてもそ
の犬を頂いた方に御礼が言いたい。それが安達さんが
入ったライオンズクラブであった。安達さんは、その時に
衝撃的な感動を与えてもらった。その後に尊敬する先輩
が大病を患いながらボランティア活動を率先してする背
中をみることになり自分も頑張ろうと思ったと。それで自
分が会長になった時に、頑張って様々な事業でライオン
ズクラブの中で最優秀賞をとった。30周年のチャリティ
ーゴルフコンペ等の事業では、府立医大病院小児科に
車椅子5台も贈ることができた。松島ワイズに誘ってもら
い、そのコンペ参加させもらったやつかな。

（森野 茂）

日時：8月26日(木)　19:00～
場所：ホテル日航プリンセス京都
プログラム：「ゲストスピーチ」　安達　佳子さん
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　先日、８月２１，２２日に青い空と白い雲のキャンプ
が行われました。ウィングクラブからは20名以上のメン
バーが参加してくれました。
オンラインを使って病院の子供たちやOBに参加してもら
うキャンプとして私達はそのお手伝いでした。私は初参
加で以前のキャンプの雰囲気等はわからないのですが
ウィングクラブまた他クラブのベテランメンバーの方々が
子供の声がしないのはどこか寂しいと話しておられたの
が印象的でしたが、それでも制約の多い中サバエが最
後の年に開催出来た事は良かったと前を向いていく姿
勢と団結力に感動致しました。（岡山 聡）

8月の事業参加
ソラシドキャンプの報告

日時：8月21日・22日（土・日）
場所：サバエキャンプ場



山岸 裕明・モトエ夫妻 　　9月2日
たぶん３１年に成ると思います。親と同居にもめげず（問題
山積ですが！）よ～く続きました。昨年はコロナ禍で静かに大
人しく３０周年が過ぎていきましたが今年はどうなる事やら！
嫁さんの好物は河豚料理やお寿司ですが、自粛生活なら餃子
とビールでお安くお祝いいたします（笑）

田中 富基・博子夫妻 　9月20日
結婚して４１年殆ど同じ行動して来ましたが、今回のコロナ
ワクチン接種で初めて対応が分かれました。保育園で働いて
いる博子は昨日、ファイザー製の2回目接種を終わりましたが、
会社勤めの富基はまだ連絡もしていません。こればかりは意
見が分かれた方がリスク分散で正解では？最後は同じお墓に
入るのでOKです！

Happy Anniversary

Happy Birthday
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河原 昌美 9月4日
今年もまたひとつ年を取ってしまいました。歳を重ねる
ごとに段々とおとろえを感じている今日この頃です。子
供を見ていて若さっていいな。と思いますがそんな若い
子達にも影響が出されている新型コロナウィルス。誰で
もがかかるこのコロナ禍、今健康でいられることがあり
がたいと思います。この時代を頑張って皆で乗り切って
いけたらと念じております。

本多 悠佑 9月29日
9月29日で39歳になります。
早いもので世界がコロナと騒ぎ始めてから約1年半程
経ちましたが、相変わらず終わりの見えないコロナ禍の
中、今年の6月24日から新事業を始めました。元々は皆
さんもご存知の通り、祇園にて飲食店経営をしておりま
したが、コロナの影響により業績が傾きこのままでは廃
業までの時間稼ぎしている状態が続き、これはマズイと
思い、新事業である買取業を40歳手前にしてスタートさ
せました。朝は買取業、夜は飲食業と二足の草鞋ですが
頑張ります。

10日（日） 第一例会：京都部会 19時～ ウエスティン都
14日（木）              第5回役員会 19時30分～ ＹＭＣＡ三条本館
16日（土）             EMC懇親ゴルフ会   メイプルヒルズ
21日（木） 第二例会： 19時～ Ｈ日航プリンセス
 
  　　　 
  　 　　　 

9月・10月の予定

10月の予定
  2日（木） 第一例会：Yサアワー　ソラシドキャンプの報告等
　　　　　　　　　　 19時～　　　ＹＭＣＡ三条本館
｠5日（日） リトセン秋季準備ワーク 9時～ 　　　リトリートセンター
｠9日（木） 第4回役員会　 19時～　　　ＹＭＣＡ三条本館
19日（日） 第二例会：納涼例会 19時～　　　嵐山

9月の予定
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■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！　→

YMCA NEWS :

■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＞１０月３０日（土）１０時～１１時３０分
　　　　１１月２０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

■１０月からの子どもウエルネスプログラム募集中

・スイミング・体操・サッカー
・バスケットボール・自然体験学習
・ダンス・アフタースクール※
右記QRコードより
プログラムの詳細をご覧ください。
※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。

皆様のご参加、お待ちしております。


