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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

ヨハネの手紙１
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最後のページに記載しています。

☆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〜 』

『 次々期会長に向けて』
次期会長 山田 祐輔
皆様こんにちは。
第 37 期京都ウイングクラブの会長を拝命致しました山田です。
20 周年記念例会に入会させて頂き、もうすぐ 15 年になりますが、自分
が会長をさせて頂くのは、もう少し先かなと思っていたので、初めに聞
いた時はびっくりしたと言うのが本音です。
とは言え、36 期は 35 周年記念例会、37 期は京都部長として武村ワイ
ズを輩出し、京都部会のホストクラブと、2 期に渡り大きな事業を行う
にあたって、会長と言う立場で携われる事は、何より光栄に感じていま
す。プレッシャーもありますが、ウイングクラブのメンバーの協力の下
35 周年記念例会、京都部会を大成功に収められる様、尽力していく所
存ですので、メンバーの皆様、何卒よろしくお願い致します。
また、新型コロナウィルスの猛威は未だに衰えるところを知りませんが、
そんな中でも、各委員長、メンバーは少しでも前を向いて活動出来る様
に知恵を絞り、クラブに対して真摯に取り組んでおられます。
なかなか、思う様な例会やワークは出来ませんが、少しでも関心を持っ
て頂き、次期の 35 周年記念例会、次々期の京都部会にむけて、盛り上がっ
ていきましょう！！
DATA OF MARCH
●1月在籍者48名
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第１例会
39名
0名
0名
0名
0名

●1月月間メイキャップ者数
●1月月間出席率

●BFポイント 切手
現金
1月分
●ニコニコ 1月分
●ファンド 1月分

0 pt
0円
0円
0円

３ 月の強調テーマ
第２例会
28名
0名
0名
1名
0名
0名

71．2％

累計
0 pt
累計
0円
累計 108,300 円
累計
0円
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さぁ開けよう！2030年達成に向かってSDGｓ17の扉を
奉仕活動は全てのSDGｓを支援しています
河原 正浩 地域奉仕・環境事業主任
（京都トップスクラブ）

Menettes
「ワイズと共に奉仕の笑顔」「広がる輪・寛容の心」
竹内 芳江 メネット事業主任（岡山クラブ）

2月の例会
第１例会
日 時：２月３日(木) １９：００〜
場 所：リモート

プログラム：ZOOM例会「半期総会」

第２例会
日 時：２月１７日(木) １９：００〜
場 所：リモート

プログラム：ZOOM「TOF例会」

2月3日、京都府の新型コロナのまん延防止等重点

コロナ渦ゆえ、今回の例会はオンライン。

条本館で会長と三役等が出席し、ZOOMでメンバ

監、兼京都国際交流会館館長の藤田裕之さんをお

か、昨年度もこのような形で開催したのを思い出し、

強会でした。

半期総会＞を京都YMCA三

元京都市副市長でレジリエント・シティ京都市統括

ーは出席するハイブリッド開催となりました。たし

招きし、SDGsとレジリエンスの概念についての勉

まさかこの状況が今も続いているのかと思い残念

京都市がロックフェラー財団により創設された

処置の中＜第35期

でなりません。

「100のレジリエントシティ」
プロジェクトに参加す

予定通り午後7時から始まり会長挨拶の後、各委員

る世界100都市のひとつに選定されていたんです

半の収支決算があり承認されました。次々期会長

したのでf(^̲^)、今日は興味深くお話を聞きました。

会の上半期の報告と下半期の事業計画の発表、上

には山田ワイズ選出されました。次期は、松島会長
の下、三役は副会長に今村ワイズと山田ワイズ、書

ね。そういうことにどちらかというと今まで無頓着で
「京都市レジリエンス戦略」

京都市では、自然災害や人口減少をはじめとす

記に小田ワイズと武村ワイズ、会計に岸本ワイズと

る様々な危機に対し，粘り強くしなやかに対応し、

上半期は、ほとんどの事業計画がコロナ禍で活動

活気に満ちた都市（＝レジリエント・シティ）の実現

中西ワイズが選出され全て承認されました。

将来にわたって人々がいきいきとくらせる、魅力と

が制限されたり中止になったりと各委員会も大変

に向けた取組を進めています。。。

会と3月の車椅子駅伝も中止が決定しました。下半

雇されたんです 」
「賃金が大幅に減って家庭崩壊

だったと思います。2月のチャリティーボウリング大

期は少しでも計画通りに活動できること、
リアルで
例会が開催されることを心より願ってます。

（森野

茂）

SDGsとレジリエンス戦略もですけど、最近は「解

😢

した」
って相談を若者から受けることがちょくちょく
あって、デフレとコロナの影響の深刻さを実感して
います。

こういう状況にも粘り強く、創造性をもって復興し

ていくのがレジリエンスという概念だと学びました
が、
これが今日の大変な状況にある若者達にも、生

き抜く希望やモチベーションとして繋がっていくの

か。
もっと僕ら市民自身や企業活動の中でも真摯に

共有して取り組んでいかないと、絵空事になってし

まうなーと感じました。

藤田さんが書籍も出されているとのことですので、

私も読んでみます。

（廣部仁太郎）
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次期三役より一言
書紀

武村松一

まだ京都部長云々の話しの前だったので,松島
次期会長より
「お願いします」
と話があり
「何でも
しますよ」
と返事。
「何やったら内部書記でもしま

⁉」と言ったところ「それだけは勘弁して
🙏」と言われてしまいました😱

しょか

会計

中西彬

会計という重要な役はかなり不安に思う部分も
ありますが、
クラブ全体、各委員会、事業のお金
の流れを知れる役でもあります。私自身まだまだ
活動内容がわからないことばかりですが、数字
を把握することでそれぞれの重要性や事業に対
しての思いがわかるような気がします。
楽しみながら会計を務めていければと思ってお
ります。
よろしくお願いいたします。

書紀

小田竜哉
YMCA NEWS :

35周年期、次期松島会長期、本来ならば恐れ多
くてマイナスな気持ちにしかならない性格の私
がもう一人の書記が武村ワイズという事もありス
イッチが入りプラスな気持ちになってます。
今期ドライバー委員会で今期書記の山田ワイズ
を見ていて大変な役だなーと感じてた矢先の次
期書記なので不安な気持ちは正直ありますが、
松島会長をはじめ、他の役員の皆様、
メンバーの
皆様の足手まといにならないように努めます。

会計

岸本伸也

「次期会計に思う」
ウイングに入会して４度目の会計拝命になりま
す。最初の時は中西次期会長に
「会計な!」
って声
を掛けられて決まったように記憶しています。そ
の時、内部書記を担当していて今期と次期の三
役会に参加するという毎日ワイズの状況でした。
当時の予算規模は、今の半分ぐらいでした。
もち
ろん、TOBEクラブエクステンション後のメンバー
30名超ぐらいでしたので当然かもしれません。

副会長の一言は、次号に掲載します。

この春から、YMCA ではじめてみませんか？
1．4 月からの子どもウエルネスプログラム申込み
スイミングスクール、体操、サッカー、バスケットボール、
キッズダンス
自然体験学習プログラム、アフタースクール
お申込み・お問合せ：京都 YMCA ウエルネスセンター
（TEL）075-255-4709
詳しくは下記 URL をご覧いただくか、
右記 QR コードを読み取ってご覧くだ
さい。
http://kyotoymca.or.jp/wellness/?p=4343
2．4 月からの子ども・成人英会話申込み
お申込み・お問合せ：京都 YMCA 英語学校
（TEL）075-255-3287
詳しくは新規ご入学ご案内（下記 URL）
をご覧いただくか、右記 QR コードを読
み取ってご覧ください。
http://kyotoymca.or.jp/english/?p=2208
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Happy Birthday
天根 真奈美

Happy Anniversary
中村 誠司・香苗 夫妻

3月6日

3月2日

すっかり時代に取り残されて田舎暮らしをしていま

25回目の結婚記念日を迎えます。25の時に結婚し

す。

て今年50歳。

最近、ニホンミツバチの巣箱をお寺に設置しましし

4人の息子たちは淡々と大きくなり波風立たず平穏

た。巣を作ってくれるのを楽しみに生きています。

な日々を送れているのはありがたい限りです。

松島 貴代

中西

3月10日

彬・阿沙美 夫妻

3月21日

3月10日で52才になります。体力は衰えても経験で

結婚して7年になります。最近の妻は子供に付きっ

カバーしながら人として良くなりたいと思います。主

きりで少し寂しいです。

人との時間を大切にしながら、仕事と両立したいで

4月に3人目の子も出産予定ですが、今年は二人だ

す。

けの時間を作ってディナーでもいきたいです。

お客様の笑顔が自分の幸せと思いますし、主人と社

森本 賴和・尚子 夫妻 3月22日
員とお客様と自分も含めて幸せになれるような選
バースデー・アニバーサリーは、
最近､うちのお客様で､大変ご夫婦とも共、懇意させ
択を出来る様に日々頑張っていきたいです。
て頂いてる方なんですが､奥様が亡くなられて、大
公私共に正しい答えを出せるように経験をかさね
メンバーのみの公開となります。
変憔悴されているご主人を見て､大変ショックを受
て成長したいと思います。
けました。

佐々木 啓恵 3月11日

いつも元気にされている奥様が､突然いなくなるこ

慌ただしい毎日ではありますが、健康でいられるこ

と､それは人がこの世から消えてなくなり､もう会え

とに感謝しつつ、今年は毎日を丁寧に過ごせていけ

なくなるり､その人との時間を共有することもでき

たらなぁと思っています。

なくなり､それはそれは残された人にとって､大変な
試練になることを思い知りました。

中村 香苗 3月30日
昨年は三男の高校受験でハラハラしておりました

廣部仁太郎・幸枝 夫妻 3月24日

が、無事高校に入学出来ました。あっという間の一

コロナ渦で毎日家で夕食を食べる様になり、手を煩

年でしたが、今年は入学、卒業もなく、のんびりと過

わせておりますので、せめてもと洗い物を頑張って

ごしておりますが、最近我が家にやってきた五男の

おります。銀婚式を失念しておりましたので、急ぎ妻

犬のしつけ…頑張ります。

に感謝の意を伝えました。
日々精進いたします。

わたしたちが神を愛したのではなく、神がわたしたちを愛して、わたしたちの罪を償ういけにえとして、
御子をお遣わしになりました。ここに愛があります。愛する者たち、神がこのようにわたしたちを愛され
たのですから、わたしたちも互いに愛し合うべきです。いまだかつて神を見た者はいません。わたしたち
が互いに愛し合うならば、神はわたしたちの内にとどまってくださり、神の愛がわたしたちの内で全うさ
れているのです。（ヨハネの手紙１ 4 章 10 節〜 12 節）

３月・４月の予定
４月の予定

3月の予定
3日（木）
6日（日）

10日（木）

第一例会：ゲストスピーチ

19時〜

ZOOM

役員会

19時〜

ZOOM

YMCAミニバスケット大会

13日（日）

YMCAリーダー卒業祝会

17日（木）

第二例会：CSアワー

全国車いす駅伝競走大会サポート

19時〜

三条ＹＭＣＡ

7日（木）

第一例会：合同例会

19時〜

17日（日）

第二例会：京都部会

19時〜

14日（木）
24日（日）

役員会

リトセン夜桜フェスタ

19時〜

三条ＹＭＣＡ

ウエスティン都

リトリートセンター

ZOOM
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