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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 APRIL ４ 月の強調テーマ 

RBM

国際統一事業、マラリア撲滅にご理解、ご協力、
ご支援をお願いします

河原　正浩　地域奉仕・環境事業主任
（京都トップスクラブ）
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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～ 』　

●3月在籍者47名

●3月月間メイキャップ者数
●3月月間出席率 71．2％
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『 次期に向けて』　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今村隆宏

36期ウイングクラブの副会長を拝命いたしました。次期会長の松島

ワイズのスポンサーでもありますので、おそらく指名されると覚悟はし

ておりました。ウイングクラブも35期を数え、11月には 35周年記

念事業、そして記念例会の開催、ウイングらしい、みんなで楽しむ

お祭りをしたいものです。記念事業のチームも動き出し色 と々試行錯

誤をされていると思いますが、メンバー、メネット共に楽しみましょう。

36期は今期から計画をしているＤＢＣ締結もあります。担当三役と

して稲垣委員長と頑張ります。2年間、京都部の書記をして感じる事

は同じ環境下でも活発にメンバー候補を集め、メンバー増強を達成

しているクラブ。事業報告を毎月必ず事業主査、京都部に送ってい

るクラブが有ること。松島次期会長を支えつつ、各委員長には報告

する事の大切さを伝えていきます。　　　　　　

ヤコブの手紙　3章 14～18節

最後のページに記載しています。
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日　時：３月３日(木)　１９：００～　
場　所：リモート
プログラム：ゲストスピーチ　税理士：藤原由親先生

３月の例会
第１例会

本日は『親亡き後の社団の活動と事業承継と相続』とし
て　税理士である藤原由親先生に講演頂きました。藤
原先生は「親なきあと」相談室　関西ネットワークの代
表理事であり本業は相続専門の税理士をされておられ
ますが、関西ネットワークでは主に遺言や後見、信託、
税金に関するご相談を担当されています。先生のお子
様がダウン症であり、完全には自立できないであろうお
子様の「親なきあと」はどうなるのか連想されたことから
活動を始められたそうです。実際に講演をお聞きしまし
たが、言葉に説得力があり、強い信念を感じました。語
るべき言葉をもってらっしゃると思いました。私自身何
か社会に貢献したいとの思いでこのクラブに入会しまし
たが、先生の強いお言葉を聞いて、その思いを久しぶり
に強く思い起こしました。　（岩本　直己）

日　時：３月１７日(木)　１９：００～　
場　所：リモート
プログラム：ZOOM「CSアワー」

第２例会

今日の例会は久しぶりにメンバーの顔を見られると思っ
たら、まん延防止措置の延長で、ZOOMでの例会でガッ
カリ⤵⤵でしたが、メインプログラムでのCSアワーでは、
ゲストスピーカーとして、ウイングクラブで支援、サポー
トしている京都JOCSと白百合会（リ・ブラン）と成望館の
方々に各団体の活動報告をして頂きました。
JOCSは、鴨川岸でのJOCSウオーカソン、コロナ渦で2年
間、中止を余儀なくされたが、今年は16回目の久しぶり
の開催で、サポートには準備、進行や安全確保の等々に

多数のメンバーの参加が必要で、そしてJOCS（日本キリ
スト教海外医療協力会）の活動を競技参加者などに、看
護師と助産師をタンザニア、パプアニューギニアに派遣
している活動を知ってもらい、認知度を上げる為のウオ
ーカソンの必要性を話されました。
リ・ブラン様はコロナ渦での、現状を話されました。ウイ
ングクラブでは通年、衣笠バザー支援・サポートにクリス
マス会と繋がりがありますが、コロナ渦での中止を余儀
なくされ、施設の利用者さんの給金の確保に苦慮してお
り、新しい試みとして京都市主催のイベントでのスイー
ツ、クックパッド販売や祇園祭のちまき作りをして、作業
所では予防対策として施設利用者さんの密を避けるた
めに在宅作業と通所作業に分かれて、刺繡の商品制作、
併設している中京カフェでは、セカンドテーブルとして、
京都府と連携して子供食堂や教育格差を軽減する為の
ZOOMでの学習支援の開催など活動されているとの事
です。
成望館様もしかり、ふれあい祭りの中止や観光客減少
によるお土産物の箱づくりの下請け作業の縮小やイベ
ントでの出店販売もなく、施設でのバザーも出来ずと、
苦労されており、その中で観光客に左右されない新しい
商品として、マーブル染のスニーカー制作販売、しかし
始めたばかりなので、販路拡大が課題との事でした。
完成した商品を画面上で見ましたが欲しいなぁ～と、思
いました！（マーブル染なので、色の配合や混ざり具合で
一つして同じ物が無いから面白いかと！）
両施設（就労支援B型）のコロナ渦での苦労や努力を聞
かせていただき、長年ウイングクラブのCS事業の大切さ
を再確認しました。一つ一つの支援では、小さなことか
も知れないが、でも大きな繋がりになるのだと思いまし
た。　（山内　達也）



YMCA NEWS :

1．ウクライナ緊急支援募金
　ウクライナの避難民サポートのためにご協力をお願い
いたします。現地のウクライナYMCAや近隣諸国の
YMCAが支援をおこなっています。
〇詳細 http://kyotoymca.or.jp/?p=7863
または、下記 QRコードから読み取ってご覧ください。

2．4月からのボランティアリーダー募集
　4月から、京都 YMCAでボランティアリーダーとして
登録し、活動する大学生を募集いたします。

（自然体験学習 、発達障がいのある子ども達の支援、サ
マーキャンプ・スキーキャンプなど）
〇対象
4 年制大学の2022 年度 1 回生、2 回生もしくは短大や
2 年制以上の専門学校の1 年生
〇詳細　 
http://kyotoymca.or.jp/camp/?page_id=802
または、下記 QRコードから読み取ってご覧ください。
〇募集説明会
以下の日程の19 時～ 20 時に開催
4月：5日（火）、12日（火）、
　　　19日（火）、26日（火）
5月：10日（火）、17日（火）、
　　　24日（火）
参加希望日時をお名前と合わせて　 
ilovecamp@kyotoymca.orgまでお知らせください。
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3月に会長研修会が zoomで開催されました。次期
会長としてYMCAとワイズについて認識が足りない
と思い勉強を始めました。既に35周年記念事業の
委員会や 36期の役員会も始まってます。また、各
委員会への次期の方針や会長主題などを決めるに
あたり、日々私の頭の中がワイズ一色に染まってい
く感じがしてます。
　先日、ウイングのホームページで歴代の会長 35
人の主題を見させてもらいました。とても勉強になり
ましたし、会長に選ばれた事に責任を感じながらも
有り難く思いました。今までの歴代の会長の思いを
胸に更にプラスαの36期にしたいと思います。皆
さんご指導、ご協力をよろしくお願いします。（松島
正雄）

　3月13日に京都ＹＭＣＡ三条本館にて今年度の
リーダー卒業祝会が厳かに行われた。
本来ならば地下のマナホールで何の制限も無い中で行
われるはずだったのですが、蔓延防止期間であるため
ロビーでの開催になった。大学の卒業式ではすること
が出来ない一人一人にスポットをあてた卒業祝会で凄
く心打たれた。来年の卒業祝会は、大勢で送り出して
あげたいですね。（木下敬悟）

３月の事業
YMCAリーダー卒業祝会

会長研修会



稲垣　康生・有美　4月8日
楽あり苦ありの23年。毎日がバタバタで有難い事です。
これからも宜しくお願いします。

中村　彰利・めぐみ　4月11日
今年で13年目？忘れましたが、10年を越えたあたりから
だんだんと仲良くなってきた気がします(笑)コロナ流行
の中、二人とも体調崩さず過ごせていることに感謝しま
す。

岸本　伸也・薫　4月18日
早いもので第２ラウンド4年を迎えました。最近、食事に
運動と規則正しい生活をして健康でお互い過ごせたら
いいね。と話してます。

井上　英也・凉子　4月21日
54年です。次の目標はダイアモンド婚、その時女房83才
私84才２人とも元気でいたいものです。

中村 彰利　4月1日
46歳になります。ついに40代後半に突入しました。昨年
この紙面で書いた目標は達成できていません(笑)引き
続き頑張ります。

岸本　薫　4月6日
毎年、さくら🌸の季節になるとやって来る誕生日。昨年の
還暦程の節目ではないですが主人と仲良く健康で一年
を過ごせたら良いなと思ってます。�

篠原 寿一 4月12日
先月娘がコロナウィルスを持ち帰ってきて家族全員が陽
性になりました。60歳を過ぎていると言うことで病院か
らは抗体カクテル療法の飲みにくい大きな薬を処方し
ていただきました。すぐに治って、外出禁期間は、親や兄
弟からの差し入れがご馳走で毎日食事を楽しんだ62歳
です。

藤田 寿男 4月18日
75歳、自分としては実感の湧かない年齢ですが、時々現
実を思い知る場面に向き合うことがあって、無理しない
ことの大切さを学び始めています。24年間勤めた園長を
４月から退くことになったので、新たな目標を見つけて
ゆっくり進もうかと思っています。

Happy Birthday

12日（木） 第一例会：IBCアワー  19時～ 日航プリンセス
15日（日） 次期役員研修会  ホテルエミオン
19日（木） 役員会 19時～ 三条YMCA
 第二例会：ファミリー例会               

4月・5月の予定
５月の予定４月の予定
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  7日（木） 第一例会：合同例会 18時半～ スマイルガーデン
  9日（土） JOCSウォーカソン 11時～ 鴨川河川敷
10日（日） リトセンさくらフェスタ 19時～ リトリートセンター
14日（木） 役員会 19時～ 三条ＹＭＣＡ
17日（日） 第二例会：京都部会 13時半～ ウエスティン都

Happy Anniversary

山田　祐輔・あずさ　4月6日
今年で13年になります。長女が今年から中学生になり、
成長の早さに驚いています。また、次女、長男、次男は野
球を始めて、休日は毎週野球漬けの日々ですが、今のと
ころは子供たちも楽しんでやっています。コロナにより仕
事にも影響はありますが、仕事もワイズも頑張って行き
たいと思いますので、メンバーの皆様、何卒よろしくお願
い致します。

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。

今月の聖句「ヤコブの手紙　3章 14～18節」

しかし、もしあなたがたの心の中に、苦 し々いねたみ
や党派心をいだいているのなら、誇り高ぶってはなら
ない。また、真理にそむいて偽ってはならない。
そのような知恵は、上から下ってきたものではなくて、
地につくもの、肉に属するもの、悪魔的なものである。
ねたみと党派心とのあるところには、混乱とあらゆる忌
むべき行為とがある。
しかし上からの知恵は、第一に清く、次に平和、寛容、
温順であり、あわれみと良い実とに満ち、かたより見ず、
偽りがない。
義の実は、平和を造り出す人たちによって、平和のう
ちにまかれるものである。


