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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 JANUARY １月の強調テーマ 

EF
EFの意味を学び、国際奉仕団体の一員であ
ることを自覚しよう。何か感謝、記念を与
えられた時に献金しよう！

深谷　聡　国際･交流事業主任
（名古屋クラブ）
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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～ 』　

●12月在籍者48名

●12月月間メイキャップ者数
●12月月間出席率 66.6％
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『 半期を終えて』　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　木下敬悟

　新年あけましておめでとうございます。先日のクリスマス例会には、
京都での新種株の市中感染の不安の中たくさん出席していただきありが
とうございました。直前での知事会見での時短要請による例会時間の変
更による前日のタイムスケジュール変更に柔軟に対応し無事時間内に開
催していただいたドライバー委員会の皆様、感謝とともに大変なご苦労
をおかけしましたところをお詫びいたします。前期には開催見送りに
なったクリスマス例会を年齢制限を設けたうえではありましたが開催で
きたことは、今期会長主題として上げさせていただきました「もう一歩
踏み込んで」を体現できたと思います。
　半期を振り返りまして、キックオフそうそう蔓延防止等重点措置下で
の時短例会からスタートし、緊急事態宣言に切り替わり三条 YMCA と
ZOOM によるハイブリット例会での開催を余儀なくされ、メンバーとの
対面での交流の無さにさみしさを覚え自分の中に置いてのウイングクラ
ブの占める割合の大きさを感じる期間でもありました。
　ウイングクラブのメイン事業でもありますソラシドキャンプは、サバ
エキャンプ場での開催は今年で最後となり、さみしくもあり直前に緊急
事態宣言によりキャンププログラムの変更によりキャンプ場に子供たち
の声が響くことなくサバエキャンプ場でのソラシドキャンプが幕を閉じ
たのは残念におもいますが、来年以降もソラシドキャンプは継続してい
きますのでメンバーの皆様には引き続きご協力をお願いします。
　緊急事態宣言の解除によって開催された、京都部主催のワイズデーに
はたくさんのメンバーに参加ご協力いただきましてありがとうございま
した。SDGｓ活動の中でも私たちの生活の中でも身近なゴミ問題でもあ

り、舞鶴の神崎海岸で200人強で1時間余りで400トンものゴミを集めることが出来ました。そのことによっ
てゴミを減らす行動を心がけようとなりました。
　次期に迎える 35 周年そして、次々期にはホストクラブとしての京都部会、ウイングクラブとして大きな事
業が続きます。このような大きな事業はメンバー全員の協力がないと成し遂げることは出来ませんし、他ク
ラブにウイングクラブの団結力の凄さを見せられる絶好の機会でもあります。その為には、今期からの準備
が必要です。残り半期を「もう一歩踏み込んで」取り組んでいただき、次期・次々期へと気持ちを高めてい
ただきたいです。
　私自身も残り半期、全力で「もう一歩踏み込んで」いきますのでメンバーの皆様ご協力よろしくお願いし
ます。

心を尽くして主に信頼し、自分の分別には頼らず、常に主を覚
えてあなたの道を歩け。そうすれば、主はあなたの道筋をまっ
すぐにしてくださる。　　　　　　　　箴言　３章 5～ 6節
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　新年あけましておめでとうございます。先日のクリスマス例会には、
京都での新種株の市中感染の不安の中たくさん出席していただきありが
とうございました。直前での知事会見での時短要請による例会時間の変
更による前日のタイムスケジュール変更に柔軟に対応し無事時間内に開
催していただいたドライバー委員会の皆様、感謝とともに大変なご苦労
をおかけしましたところをお詫びいたします。前期には開催見送りに
なったクリスマス例会を年齢制限を設けたうえではありましたが開催で
きたことは、今期会長主題として上げさせていただきました「もう一歩
踏み込んで」を体現できたと思います。
　半期を振り返りまして、キックオフそうそう蔓延防止等重点措置下で
の時短例会からスタートし、緊急事態宣言に切り替わり三条 YMCA と
ZOOM によるハイブリット例会での開催を余儀なくされ、メンバーとの
対面での交流の無さにさみしさを覚え自分の中に置いてのウイングクラ
ブの占める割合の大きさを感じる期間でもありました。
　ウイングクラブのメイン事業でもありますソラシドキャンプは、サバ
エキャンプ場での開催は今年で最後となり、さみしくもあり直前に緊急
事態宣言によりキャンププログラムの変更によりキャンプ場に子供たち
の声が響くことなくサバエキャンプ場でのソラシドキャンプが幕を閉じ
たのは残念におもいますが、来年以降もソラシドキャンプは継続してい
きますのでメンバーの皆様には引き続きご協力をお願いします。
　緊急事態宣言の解除によって開催された、京都部主催のワイズデーに
はたくさんのメンバーに参加ご協力いただきましてありがとうございま
した。SDGｓ活動の中でも私たちの生活の中でも身近なゴミ問題でもあ

日　時：１２月２日(木)　１９：００～２１：００　
場　所：日航プリンセス京都
プログラム：ゲストスピーチ

12月の例会
第１例会

り、舞鶴の神崎海岸で200人強で1時間余りで400トンものゴミを集めることが出来ました。そのことによっ
てゴミを減らす行動を心がけようとなりました。
　次期に迎える 35 周年そして、次々期にはホストクラブとしての京都部会、ウイングクラブとして大きな事
業が続きます。このような大きな事業はメンバー全員の協力がないと成し遂げることは出来ませんし、他ク
ラブにウイングクラブの団結力の凄さを見せられる絶好の機会でもあります。その為には、今期からの準備
が必要です。残り半期を「もう一歩踏み込んで」取り組んでいただき、次期・次々期へと気持ちを高めてい
ただきたいです。
　私自身も残り半期、全力で「もう一歩踏み込んで」いきますのでメンバーの皆様ご協力よろしくお願いし
ます。

本日は京都ＹＷＣＡの方にご講演頂きました。
ＹＷＣＡの名称はＹｏｎｇ　Ｗｏｍｅｎ‘ｓ　Ｃｈｒ
ｉｓｔｉａｎ　Ａｓｓｏｓｉａｔｉｏｎの略称との
事で、目的はキリスト教の基盤に立ち、女性と青少
年の力を育て全ての人々にとって正義、平和、人間
の尊厳、自由、持続可能な環境の実現に寄与するこ
とだそうです。ＹＷＣＡの活動内容の中で私が最も
興味深かったのが２０１５年よりスタートされた自
立援助ホーム（カルーナ）の存在です。内容は「・
帰る家がない・家に帰りたくない・家に帰したくな
い」小学生から２０才までの子供に安心、安全な居
場所を提供すること。そして、対象となる子供たち
の多くは心や体に傷をもっており、人間関係の構築
が著しく困難とのこです。その苦労は児童福祉施設
等と関りを持ったことのない私でも安易に想像が出
来ました。そして、私が最も驚いたのは子供たちと
のルールの中で門限の無い事や、外泊が容認させて
いる事です。居場所がなく心身に傷を持った子供達
に寄り添い彼らの考えを尊重し、自立へ導くすばら
しい事業だと思いました。　　　（長谷川 卓哉）



12月の事業参加
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日　時：１２月２５日(木)　１８：００～２０：００
場　所：日航プリンセス京都
プログラム：クリスマス例会

第２例会　＜クリスマス例会＞

2年ぶりに日航プリンセス京都でクリスマス例会で
した。オミクロンの市中感染で京都府の要請で2時
間以内でテーブルは４人と急遽プログラムを変更す
ることになりドライバー委員の皆さんはバタバタで
大変だったと思います。ほんとにお疲れ様でした。
純粋な歓談の時間が食事開始から20分でした。
京都を拠点に活動しているアイドルグループ「はん
なり小町」が歌って踊って、京都をもっと元気に！
京都にもっと活力を！と盛り上げて若いパワーをた
くさんいただきました♪
最後は抽選会で豪華景品で更に盛り上がりました。
マリアの会様のプレゼントは全員に、商品はCS委員
会の皆さんでテーブルをまわって完売でした。あり
がとうございました！来年はコロナが収束して全力
で楽しめることを祈ってます。　　　（森野 茂）

市民クリスマス

日　時：１２月１７日(日)　１８：３０～
場　所：ウィングス京都2階イベントホール

今年の市民クリスマスは、例年とは場所が違いウィ
ングス京都で行なわれました。いつもは三条YMCA
のロビーなのですが、今回はイベントホールなので
いつもよりクリスマスコンサートらしい雰囲気でし
た。ただ、雨が降り出したのでキャロリングは三条
YMCAの玄関前だけで終わりました。
担当されたYMCAの藤尾さんは本当に雨男です。
（青倉 国士）



岡山 聡　1月5日
１月５日で39才になります。30代最後の年なので何か
新しい事をしたいと思っています。それと働き出してから
避けてきたスポーツを始めたいと思っているのでまず体
づくりから始めようと思います。まず子供の運動会で走れ
るようにダイエットかな？

小田 竜哉　1月6日
46歳になります。
身体にガタがくるようになってきたのでメンテナンスしな
がら進んでいこうと思います。

井上 英也　1月8日
78才になります。いまだにあくせくした生活をしています
が来年はスローライフを心がけようと思っています。禁煙
をして15ヶ月、健康に長生きしたいものです。

余 東達　1月15日
49歳になります。最近、左眼に蚊が飛んでいるように黒い
線が見えます。飛蚊症（ひぶんしょう）と言うものらしいで
す。お医者さん曰く老化に伴い出てくるらしく、心配いら
ないそうです。50歳も見えて来ました。今年一年も頑張り
ます。

亀井 剛　1月17日
77歳になります。健康に自信が持てなくなると自分の人
生の意義を考えたくなるもののようです。思い返すと、人
にも言えないような恥ずかしいことばかりですが、
全てが今の私にとって必要なことであったようにも思わ
れます。幸せなことなのかもしれませんね。

谷口 紗知子 1月19日
朝のウォーキングを始めて約4か月。朝が苦手だった私
が早起き大好き人間に変身‼冬の朝　まだ　真っ暗な
外へ　懐中電灯照らしてのウォーキング‼ それはそれ
は　気持ちがいい^o^　美味しい空気を満喫しながら贅
沢な朝の1時間♡　これからも　ずっと元気に　楽しい
朝のウォーキングが続けられますように…
お父さん元気でいてね～

Happy Birthday

1月・２月の予定

1月の予定
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佐藤 昌利・泰子 夫妻 1月17日
結婚、24年目になります。今年は息子が大学6年生、娘が
看護学校3年生ということで、学生が最後の年となります。
家族の形が変わる前の貴重な1年間となるので、家族皆
が楽しく過ごせるように…。心がけます。

2月の予定

Happy Anniversary

  6日（木） 第一例会：新年例会 19時～ Ｈ日航プリンセス
13日（木） 役員会 19時～ 三条ＹＭＣＡ
20日（木） 第二例会：半期総会 19時～ Ｈ日航プリンセス

北川 明美　1月26日
一昨年、昨年と続くコロナ禍の中、仕事以外はすっかり引
き篭り状態。年 「々大きくなったね」と驚かれても体重計を
横目に押しやって過ごしております。
誕生日のコメントをと言われ、実年齢よりもはるかに衰え
たであろう身体を見つめ直す年にしなければと、ちょっと
だけ誓ってみたりする今日この頃なのでした。
皆様と会える日々が戻ることを心から楽しみにしています。

奥田 健登 1月27日
コロナに振り回された一年でしたが、そんな中だからこそ
去年以上にウイングの活動に参加できたのは、うれしい
誤算でした。二期連続で委員長も任せていただき、ウイン
グに関しては本当に充実した一年を過ごすことができた
と前向きに考えています。今はコロナも少し落ち着き、逆
に今度は仕事が追いつかなくなっていますが、ここでしっ
かり両立できれば、自分にとって大きな力になるとより一
層やる気に満ちています。

  3日（木） 第一例会：ゲストスピーチ 19時～ 　Ｈ日航プリンセス
10日（木） 役員会 19時～ 三条ＹＭＣＡ
17日（木） 第二例会：TOF例会 19時～ 未定
17日（木） CSチャリティボウリング 15時～ MKボウル上賀茂

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。

YMCA NEWS :

 【トピック】
１．ピンクシャツデー
２．発達障がい児理解セミナー 参加者募集
３．ウィンター＆スプリングプログラム参加者募集
４．ヨガ・気功養生教室参加者募集
５．ＹＭＣＡ子ども・ユース・
　地域支援ポジティブネット募金
６．京都YMCAの最新情報をＳＮＳでどうぞ！

こちらのQRコードから

ご覧ください。


