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★クラブ会長主題 「一 致 団 結 」〜 ク ラ ブ 愛 N o . 1 チ ー ム 〜
●今月の聖句

☆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〜

あなたの御言葉は、わたしの道の光わたしの歩みを照らす灯。

（詩編 119 編 105 節）

『 EMC 』
廣部仁太郎
あらためまして今期EMC委員長を務めさせていただきます廣部でございま

す。
まだまだ何をしたらよいのか手探りながらですが、今期の目標に上げまし

た新規会員10名獲得と、松島会長の今期のテーマ「一致団結」に向けて、邁進

してまいりますので、
どうぞよろしくお願いいたします。

また今期はワイズメンズクラブが創立100周年にあたる年ということで新た

なクラブの発足もあるそうです。
この2年間のコロナ渦により、残念ながら退会

されたメンバーや閉じられたクラブがあるなど、新会員増強、
ワイズメン運動

の強化にはハードルの高い情勢が続きましたが、その一方で森本ワイズのご
紹介により新たに井口ワイズがご入会くださったり、先日のゲストさんをお招

きした、セミナープログラムの例会では多くのゲスト様がお越しくださり、
ワイ
ズメンの活動について知っていただくことができました。皆様それぞれに社交

的で個性溢れる魅力的なお方ばかりでしたので、ぜひとも今後ともワイズメン

ズクラブへの興味を深めていただけるような催しやワーク等ができればと思
います。

また、
コロナ渦で例会がオンラインでの開催になったり、中止という時期もあ

りましたが、
ウイングメンバーみんなの団結した意識にはなんら変わりはなく、
例会で皆さんがいつもとかわらず仲良くされている光景が目に入ると本当に

ホッとします。

今期会長の主題にもあります「一致団結」はまさにこのような時期であるか

らこそ、すごく大切な目標であると思います。今一度、皆様の参加意識高揚に
（次項に続く）
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9 月の強調テーマ
第２例会
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EMC
YES
未来につながるEMC活動

新規クラブ設立の為にYES献金100％を！
塚本勝巳

EMC事業主任（京都ウエスト）

向けて、EMC委員会としましても、お休みをされた方など、おひとりおひとりへのお声かけをしていきたいと思ってお

ります。今期1年間、
どうぞよろしくお願いいたします。

８月の例会
第１例会
日 時： ８月４日(木)
場

19:00〜

所： ホテル日航プリンセス京都

プログラム： 部長公式訪問

第２例会
日 時： ８月２５日(木)
場

19:00〜

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:入口純子さん
今期、私はドライバー委員会に所属しており、８月の

第２例会のメインプログラムが、入口純子先生による講

第1例会は部長公式訪問で石倉部長、青倉EMC事業

演会ということを知り、
まず驚きました。
というのが、入口

主査とは私自身の事ですが。石倉部長からは、今期の京

す。家族構成も子供２人が同級生と一緒で、
ご家族とは

主査、佐治ＰＲ委員長の3人が来られました。EMC事業

先生は僕の同業者で同級生の友人の奥様だったからで

都部部会でYYYフォーラムをする事と出席のお願い。佐

マリーナで子供が小さい頃からお会いしており、奥様が

お願いがありました。ただ、石倉部長はコロナ陽性で

で迎えた講演会ですが、内容は会社経営についてでし

ずだった北川ワイズもコロナ陽性。
そういう訳で、急遽そ

う事でした。友人である先生のご主人は常にせめるタイ

ラなどの機材を積込み、17時に例会場入りし準備。松島

いて渡る慎重なタイプなので、社長の性格の話では、
ご

事で、会長の挨拶や石倉部長の話、会場の様子などスク

て、色々な角度から話を楽しむ事ができました。

治ＰＲ委員長からは今期のワイズディの内容と参加の

ZOOMでの参加。
またそのZOOMの用意をして下さるは

税理士ということは存じ上げておりました。そのような中

た。経営は技術という事で、
また大切なのは高収益とい

の手配を私がする事になりパソコンやスピーカー、
カメ

プで、今年自社ビルを建てられました。僕は石橋をたた

会長と16名のウイングメンバーもZOOMでの参加という

主人と僕の正反対な経営スタイルが講演内容とリンクし
（佐藤昌利）

リーン画面をいろいろと変更しながら、
またEMC事業主

査として15分ほど話をさせていただいたりと、私自身は
大変慌ただしい例会となりました。 (青倉国士)
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８月の事業参加
ブラッククラブ設立総会
日 時： ８月１８日(木)

リトセン秋季準備ワーク
日 時： ８月２８日(日)
場

所： リトリートセンター

今回の準備ワークはいつもの草刈りとは違い、ステー

場 所： フォーチュンガーデン京都

ジ・炊事場周りの清掃でした。声をかけ合いながらテー

8月18日フォーチュンガーデン京都にてトゥービーク

ブルと椅子を移動させて落ち葉や枯れ枝を拾い集めて

ラブのエクステンションによって京都ブラッククラブが設

ました。集めた後はもちろん燃やします！大人も子ども火

ラブらしさ満載の京都ブラッククラブです。北京都フロン

たくさん集めてたくさん燃やして綺麗になりました。

ブでもある京都ブラッククラブのチャーターナイトは11

ではできない火遊びに目を輝かせて自ら落ち葉を燃や

立されました。
メンバー数13名・平均年齢約40歳と新ク

ティアクラブ以来6年ぶりにできた新クラブそして孫クラ
月19日
（土）
ですので、大勢でお祝いにいきましょう。

（木下敬悟）

遊びが大好き。

今回参加のコメットは私の子どもだけでしたが、街中

してました。次のワークでは沢山のコメット、
メネット、ゲ
ストが参加をしてほしいですね！ （中西彬）
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Happy Birthday
森本智子

YMCA NEWS :

9月12日

近頃は、体力の衰えを感じながらも、働き方は変わることなく、
バタバタの一年が過ぎてしまいます。今年こそは、限られた自

分時間を有意義に使えるよう努力したいと思っております。

（毎年、そう言っています）

奥村賢三

9月15日

9月15日で、76歳になります。
ウイングクラプに入会してからな

んと33年を迎えました。振り返っても何の成長も無かったけど、
良い仲間に出会えた事が私の人生で本当に良い思い出とし

て残りました。あと何年続くかわかりませんが、
これからも楽し
い日々を過ごせる様に頑張って行きますので皆様よろしくお
願いします。感謝！！

本多 悠佑

9月29日

9月29日で40歳になります。遂に40代、最近体力が無くなって

きたなぁ、
と思うこの頃です…

バースデー・アニバーサリーは、
仕事にy's活動と凄く充実した30代をメンバーの方々と過ごさ

１．2023 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

せていただき自己研鑽とはこういう事だ、
と学ばせてもらいま
メンバーのみの公開となります。

した。
これからもメンバーの皆さんにご教授いただきながら
自己研鑽に励んで参りたいと思います。

Happy Anniversary
山岸 裕明・モトエ夫妻

9月2日

今年で３２年になると思います。

結婚してからあっと言う間に年月は過ぎていきましたが、

私からすると大きな問題もなく、親の面倒も仕事も頑張って
見てくれてと思っております。
しかし嫁さんは揉めた時の裁判
の為に、色々と書き留めてるとか・・・
！怖いですね!!

田中 富基・博子夫妻

9月20日

結婚して４２年、殆ど同じ行動をして来ましたが、今回のコロ

ナワクチン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４回目接種を終わりましたが、
自粛生活です。会社勤めの富基は3回目ですが２年半ぶりに
実家に、長男の勤務する函館にも行き、念願の江差追分を唄

って来ました。北見にも行きます。
ここはリスク分散、最後は同

編集後記：
7月の祇園祭、8月の五山の送り火が終わると、残暑厳し
い中にも徐々に秋の気配が近づいてきます。朝夕はす
っかり過ごしやすくなりました。体調には留意して、今年
も後半、乗り切りましょう。
（上田敦）

じお墓に入るのでOKです！

9月・10月の予定
9月の予定

10月の予定

3日（土）

第一例会：京都部部会

15時〜

ウエスティン都H

8日（木）

役員会

19時〜

ＹＭＣＡ三条本館

15日（木）

第二例会：メンバースピーチ 19時〜

19日（月祝） インターナショナルチャリティーラン 9時〜
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H日航プリンセス
嵐山東公園

Kyoto Wings Bulletin 9/2022

6日（木）
13日（木）

第一例会：IBCアワー 19時〜

Ｈ日航プリンセス

役員会

ＹＭＣＡ三条本館

19時〜

22、23日（土,日） 青い空と白い雲のキャンプ例会
30日（日）

国際協力募金

30日（日）

ワイズデー

海と星の見える丘公園

