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DATA OF JULY 8 月の強調テーマ　①

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月在籍者48名

●7月月間メイキャップ者数
●7月月間出席率 78.7％
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入会して6年目の今期は、国際・交流事業委員会活動を行う事になりました。         
「ワイズメンは国際的な見識を持つこと」「締結しているクラブ同士で連絡を
取合い、近況報告並びに共同事業を検討しよう　締結していないクラブは他
クラブを訪問してみましょう」を実践するお手伝いをさせて頂きますので宜し
くお願いします。 私事ですが、新卒で証券会社に入り、32歳から会社による2
度の米国留学と、2度の家族帯同の海外勤務を経て帰国し、2000年に45歳で
宝塚市雲雀丘に家を建て、その後の15年の主に東京での単身赴任を終えて
定年退職、60歳で自宅に戻りました。37年で転勤14回、飛行機での移動距離
は月へ到達しており、「国益」を第一義に、Keep my words, Trustworthy.を胸
に生きた充実した会社生活でした。今度はボランティア活動での交流ですが、
営業の原点の札幌支店、香港現地法人時代頻繁に通った台湾・韓国、本社勤
務の東京と縁の深い、北見クラブ・台中クラブ・金浦クラブ・東京ベイサイド         
クラブとの交流楽しみです（インドは？）個人的には是非欧米、特にハワイもご
縁があればと思います。（ハワイ島で大勢で使える別荘が利用出来ます）         
個人的には、京都部会で地元宝塚ワイズの方に声を掛けられ、神戸での西日
本区大会や六甲部のクラブ例会や催しに参加する機会を得て、母校関西学院
グリークラブ源流の「宝塚ゾリステン」と言う男声合唱団に巡り合い、生涯の趣
味である「ルネサンス期のポリフォニー」を楽しめています。そこから「音楽」を
通じて、京都部・六甲部はもとより、中西部や瀬戸山陰部にも友達が出来て、
「それこそYs活動の好事例」と言われて嬉しいです。コロナ第7波襲来・緊迫し

田中富基

『国際・交流事業への想い』

京都ウイングワイズメンズクラブブリテン2022年8月1日発行/第36巻　第1号　通巻422号
HPアドレス　http://www.kyotowings.com

★クラブ会長主題
●今月の聖句

「一致団結」～クラブ愛No . 1チーム～
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会　長 President 松島正雄／Masao Matsushima
副会長 VicePresident 今村隆宏／Takahiro imamura・山田祐輔／Yusuke Yamada
書　記 Secretary 小田竜哉／Tatsuya Oda・武村松一／Shouichi Takemura
会　計 Accountant 岸本伸也／Nobuya Kishimoto・中西彬／Akira Nakanishi

☆国際会長（IP）
Samuel Chacko （India)
主　題： “Into the next 100 Years 
　　　　with FELLOWSHIP & IMPACT” 
“フェローシップとインパクトで次の100年へ”
ｽﾛｰｶﾞﾝ： "BEYOND SELF and BE THE CHANGE"
 “自己を超えて、変化を起こそう”

☆アジア地域会長（AP）
Chen Ming Chen （Taiwan）
主　題： "Elegantly Change With New Era"
 “新しい時代とともに、エレガントに変化を”
ｽﾛｰｶﾞﾝ： "Do it Right Now"
 “今すぐ実行を”

☆西日本区理事（RD）
田上 正 （熊本むさし）
主　題：「原点を知り将来に生かす」 
 “Know the origin and utilize it
　　　　 in the future !”
副　題：「立ち上がれワイズモットーと共に」 

“Stand up Y'sMen with our Motto !”

☆京都部部長（DG）
 石倉 尚（京都キャピタル）

主　題：“United by YMCA"
副　題：～ＹＭＣＡで、ひとつになる～

「人間にとっていちばんひどい病気は、だれからもいらない人と思われている
と感じることです。いろいろの病気のために薬もあるし、治療もある。でも、
人からいらないと思われている人のためには、すすんで仕える手と愛する心
のほかには、この恐ろしい病気をなおす道はないと思います。」マザーテレサ

た国際情勢と、漸く国内はもとより海外へもとの機運も出てきましたが、 また逆戻り？で思う様に活動出来ない可能性
もありますが、出来る範囲でベストを尽くしたいと思います。
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。

（次項に続く）
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第２例会

入会して6年目の今期は、国際・交流事業委員会活動を行う事になりました。         
「ワイズメンは国際的な見識を持つこと」「締結しているクラブ同士で連絡を
取合い、近況報告並びに共同事業を検討しよう　締結していないクラブは他
クラブを訪問してみましょう」を実践するお手伝いをさせて頂きますので宜し
くお願いします。 私事ですが、新卒で証券会社に入り、32歳から会社による2
度の米国留学と、2度の家族帯同の海外勤務を経て帰国し、2000年に45歳で
宝塚市雲雀丘に家を建て、その後の15年の主に東京での単身赴任を終えて
定年退職、60歳で自宅に戻りました。37年で転勤14回、飛行機での移動距離
は月へ到達しており、「国益」を第一義に、Keep my words, Trustworthy.を胸
に生きた充実した会社生活でした。今度はボランティア活動での交流ですが、
営業の原点の札幌支店、香港現地法人時代頻繁に通った台湾・韓国、本社勤
務の東京と縁の深い、北見クラブ・台中クラブ・金浦クラブ・東京ベイサイド         
クラブとの交流楽しみです（インドは？）個人的には是非欧米、特にハワイもご
縁があればと思います。（ハワイ島で大勢で使える別荘が利用出来ます）         
個人的には、京都部会で地元宝塚ワイズの方に声を掛けられ、神戸での西日
本区大会や六甲部のクラブ例会や催しに参加する機会を得て、母校関西学院
グリークラブ源流の「宝塚ゾリステン」と言う男声合唱団に巡り合い、生涯の趣
味である「ルネサンス期のポリフォニー」を楽しめています。そこから「音楽」を
通じて、京都部・六甲部はもとより、中西部や瀬戸山陰部にも友達が出来て、
「それこそYs活動の好事例」と言われて嬉しいです。コロナ第7波襲来・緊迫し

第１例会

日　時：　７月７日(木)　19:00～
場　所：　H日航プリンス
プログラム：　定時総会

７月の例会
日　時：　７月２３日(土)　19:00～
場　所：　東華菜館
プログラム：　納涼大会

７月２３日土曜日、東華菜館におきまして納涼例会が
開催されました。
前期では私はドライバー委員長として納涼例会の開催
を２回企画をしましたが、いずれもコロナの影響を考え
中止となりました。ここに来て再びコロナが感染拡大の
様相を見せている中で、森本委員長はじめドライバー委
員会の皆さんには大変なご苦労の中での開催を準備い
ただきました。この場をお借りしてお礼申し上げます。
当日は、ワイズメン、メネット、コメットの他にも多数の
ゲスト様に参加いただき、また、ドライバー委員会渾身の
ゲーム企画で大いに盛り上がりました。この日、満を持し
て入会の運びとなりました井口準さんの入会式が執り行
われました。お人柄があらわれた素敵な笑顔の井口さん
をワイズメンとして迎え入れられたことは、我々ウイング
クラブメンバーにとってとても嬉しい限りです。
１８時開催から２１時まで、大いに飲み大いに語った
３時間でした。リアルに会えることの嬉しさと大切さをあ
らためて感じさせていただいた素晴らしい納涼例会でし
た。（上田敦）
 

た国際情勢と、漸く国内はもとより海外へもとの機運も出てきましたが、 また逆戻り？で思う様に活動出来ない可能性
もありますが、出来る範囲でベストを尽くしたいと思います。
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。

7月7日36期ウイングクラブ第一例会は定時総会。35
期の事業報告、収支決算報告なども承認され、次期京都
部三役選出に関しても発表されました。武村京都部部長
をしっかり支えて頂くのに相応しいメンバー。大変だと
思いますが宜しくお願い致します。36期松島会長率い
る役員は、準備を重ね全ての事業内容にも承認を頂き
ました。松島会長が主題にも挙げている内容や挨拶で
もわかるように、彼がこの36期にかける思いや覚悟を物
凄く感じました。翌朝、妻に総会資料を見せてクラブ愛
NO1チームの事を話しました。家族の理解あってこそ、
より強い『一致団結』が叶えられる。一年間、思いっきり
楽しんで熊本では祝杯をあげましょう👍✨
（今村隆宏）

8 月の強調テーマ　②

IBC・DBC
締結しているクラブ同士で交流を深め、協働事業を検討しましょう。
締結をしていないクラブは、他クラブ訪問をし、交流を深めましょう。

小田　哲也　国際･交流事業主任（福岡中央）



3　Kyoto Wings Bulletin 8/2022

７月の事業参加
舞鶴・夏季開設準備ワーク

１．インターナショナルチャリティーラン（第 2報）

あなたが走るとハッピーになる子どもたちが増えます。
様々な障がいのある子どもたちが、自信をもって心豊か
な生活を送るために。あなたの思いやりを、どうぞかた
ちにしてください。
開催日：2022 年９月１９日（祝・月）
会　場：嵐山東公園（阪急・京福嵐山駅から徒歩５分）
申込〆切：8月27日（土）
※詳細は右記QRコード
を読み込んでご覧ください。

YMCA NEWS :

日　時：　７月３日(日)　9:00～
場　所：　（旧）神崎小学校　

編集後記：
３年ぶりに祇園祭が戻ってきました。やはり京都の夏は
これがないと盛り上がりませんね。行き交う人々の笑顔
を見て、平穏平和なこれからも続くことを心から祈りま
した。（上田敦）

7/3(日)舞鶴市の旧神崎小学校にて、YMCA夏キャンプ
の開設ワークが行われました。
教室の拭き掃除や、廊下のモップがけなど、なかなか
大変な作業でしたが、参加者皆様の協力のお陰で、何と
か昼頃に終えることができました。
学生時代に戻ったような気持ちになりましたが、よく考
えると掃除時間はほうきと紙ボールで野球してた記憶し
かなく、学校の清掃の中では、今までで1番ちゃんと掃除
したような気がしています。
猛暑続きでしたが、この日は雨模様だった為、気温はそ
こまで高く無く、非常に動きやすかったです。
余談ですが、帰りに豪雨に見舞われ、土砂崩れで渋滞
に巻き込まれましたが、全員何とか無事に帰って来れま
した！
Yサ委員長、委員会の皆様、参加されたメンバー、メネ

ットの皆様お疲れ様でした！（山田祐輔）

2．川遊び＆納涼 BBQ！

開催日：9月10日（土）13：30～ 19：30頃
会　場：京都 YMCAリトリートセンター 
参加費：おとな（中学生以上）2,500 円 / 名
　　　　小学生 1,500 円 / 名
　　　　幼　児（3歳以上）1,000 円 / 名　
　　　＊すべて税込　＊当日現地でお支払いください。
申　込：8月1日（月）13：00から受付開始
※右記 QR コードより、
申込みフォームにご記入ください。

3．2023 年度保育園入園希望者説明会

保育園入園希望者説明会の受付を開始いたしました。
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。
Tel： 075-254-8131
E-mail： hoikuen@kyotoymca.org
＜日時＞
9月17日（土）午前１０時～１１時３０分
10月22日（土）午前１０時～１１時３０分
10月29日（土） 午前１０時～１１時３０分
場所：京都ＹＭＣＡ
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Happy Birthday

8月の予定

8月・9月の予定

9月の予定
    3日（土） 第一例会：京都部会 15時～ ウエスティン都H
　8日（木） 役員会　 19時～ 三条ＹＭＣＡ
  15日（木） 第二例会：メンバースピーチ 19時～ H日航プリンセス
  19日（月祝） インターナショナルチャリティーラン   9時～ 嵐山東公園

西野健次 8月1日
今年も無事に8月1日を迎えることができました。世間で
は既に分別のついた年齢と言われる年齢ですが、まだ
まだあきません(笑)この先の人生は私が主人公のドラ
マです。ハッピーなストーリーの台本を書きます。

上田亜季 8月3日
コロナの状況が良くなってきたかと思うと再び感染者増
でまだまだ収束の気配はまだ見えず、また日常生活に
追われる毎日ですが、それでも出来ることを模索しなが
ら少しでも成長出来るように精進したいと思います。

岸本伸也 8月12日
バースデー原稿もウイング入会後20回以上になります。
還暦祝いも先日引継例会で頂戴したばかりですが早く
も順番が回って来ました61歳。加速度的に1年が過ぎ行
く中で今年は断捨離をしたいと思います。

青倉智子 8月16日
48才。子どもの頃の48才ってものすごい完全なる大人
のイメージを持っていたはずなのですが。現実の自分
は年齢と中身が釣り合わないのが残念です。

長谷川卓哉 8月18日
40才になります。30才になった時は、すごい嫌だったの
を覚えていますが、今は何も思いません（笑）一つでも
悪い生活習慣を改善していきたいです。

安藤也人 8月19日
8月で半世紀を迎える事になりました… ここ数年体力の
衰えを感じながら週5を少年野球に費やす日々。ここ1年
例会に参加出来ておらず皆様にご迷惑をおかけしてお
りますが、忘れられない様に頑張ってまいります。

山田祐輔　 8月21日
今年で37歳になります。20周年記念例会で入会させて

Happy Anniversary

長谷川卓哉・みづき夫妻 8月8日
2回目のアニバーサリーです！1才7ヶ月の息子に振り回
されて、なかなか夫婦でゆっくり過ごす時間がないので
すが、これからも家族仲良く健康に過ごせる事を願って
ます。

 4日（木） 第一例会：部長公式訪問 19時～ Ｈ日航プリンセス
18日（木） 役員会　 19時～ 三条ＹＭＣＡ
25日（木） 第二例会：ゲストスピーチ 19時～ Ｈ日航プリンセス
28日（日） リトセン秋季準備ワーク 　　　 リトリートセンター

頂いてから、はや、15年目になります。今期は35周年記
念例会、次期は会長を拝命し、京都部会のホストクラブ
として、これからメンバー全員で一致団結し、ウイングク
ラブ、そして、ワイズメンズクラブを盛り上げて行きましょ
う！メンバーの皆様、ご協力宜しくお願い致します！

佐々木貫二 8月26日
48歳になります。5月に健康診断をし、テストやボーリン
グでもとったことのない数字が出て、これではあかんと
体改造計画進行してます。無茶なく食事制限、筋トレを
行ってます。最近ようやく変化が！継続し頑張っていきま
す。話しは変わりますが、３５周年、部会と忙しいワイズ
活動が続きますがウイングメンバー力を合わせて頑張
っていきましょう

木下敬悟 8月28日
前期1年間本当にありがとうございました。3期続けて三
役をさせていただいていたので、例会場のどこに座るか
に迷ってしまいました。今期は例会場にスムーズに座れ
るように頑張ります。

長谷川みづき 8月28日
33歳になりました。
息子と共に私もまだまだ成長させてもらっています。
今年は息子も大分物事をわかるようになってきたので、
家族でいろんなところに出かけたいなと思っています
😊抱負　あんまり怒らないようにする

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。


