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★クラブ会長主題 「COR Eになる時　それは今」
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DATA OF OCTOBER 11月の強調テーマ

Public
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ﾜｲｽﾞﾃﾞｰを利用して､地域の人やマスメディ
アを巻き込んで社会的認知度を高めましよ
う！

加藤信一　広報・情報委員長
（京都トップス）

メンバー
メネット
コメット
ゲスト
ビジター

第１例会
39名
0名
0名
9名
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第２例会
34名
0名
0名
1名
0名
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会　長 President 森本賴和／Yorikazu Morimoto
副会長 VicePresident 今村隆宏／Takahiro Imamura・天根静也／Shizuya Amane
書　記 Secretary 木下敬悟／Keigo Kinoshita・錦織秀臣／Hideomi Nishikiori 
会　計 Accountant 岸本伸也／Nobuya Kishimoto・上田敦／Atsushi Ueda

☆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）
戸所 岩雄（彦根シャトー）
主　題：「未来に残すべきものを守り育てる」
副　題：「めぐり逢う一筋の光」

☆京都部部長
島田博司（京都ウエスト）
『限界を超えろ！
　～　Y’s Power？ No Limit！～ 』　

2016年6月、第29期から第30期への引継式で入会させていただき早
3年が経ちました。ウイングクラブ4年目を迎える今年度、会計を仰せつ
かりました。ウイングクラブのこと、ワイズメンズクラブのこと、YMCAのこ
とをまだ十分に理解していない私にとって、三役のお話は、正直、重荷だ
と思いました。しかし、入会したすぐの頃から大変親切にしていただいた
森本さんが会長と聞けば、お断りするわけにいきません。未熟を承知の
上で、喜んでお受けさせていただきました。
YMCAの活動をサポートするワイズメンズクラブの活動の本質は、活
動を通じて自己研鑽を積むこと、あるいは、他人のために、コミュニティ
ーのために、自分に何ができるのかを自問することである、というお話を
よく聞きます。しかし、「他人に尽くす」というのは言うは易しで、未熟な私
にはなかなか実行に移すことができません。普段は自分のことで精一杯
です。しかし、ウイングクラブに入会させていただき、いろいろな活動に
参加をして得た経験が、私の中に「他人」に目を向ける意識を芽生えさせ
てくれたと実感しています。
意識が変われば行動が変わる。行動が変われば習慣が変わる。習慣が
変われば人格が変わる。人格が変われば運命が変わる。運命が変われ
ば人生が変わる。どこかで聞いたことのあるこの言葉のスタートである
「意識」を芽生えさせてくれるのは、まずは「経験」だろうと思います。ウイ
ングクラブのメンバーと一緒に様々な「経験」を通じて、私の中に良質の
「意識」を芽生えさせていただいたと思っています。これから入会される
新しいメンバーの方々に、ウイングクラブは他では得難い「経験」ができ
る場であることを伝え、これからも素晴らしい「経験」を提供できるよう、
微力ながら力を尽くしたいと思います。

                　　　　　　　　会計　上田敦
「初めての三役」

●今月の聖句
思い煩いは、何もかも神にお任せしなさい。

神があなたがたのことを心にかけていてくださるからです。
ペトロの手紙１　5章7節
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京都部会に全員集合

10月の例会
【第一例会】　
　参加者：メンバー39名、ゲスト9名

【第二例会】
　参加者：メンバー34名、ゲスト1名
日時：10月17日(木)19:00～21:00　
場所：ホテル日航プリンセス京都　
プログラム：「ディベート例会」大弁論大会！

日時：10月3日(木)19:00～21:00　
場所：ホテル日航プリンセス京都
プログラム：“他クラブのワイズメンを招いて！”
<ワイズメンとして私が成長できた事…>
合田太一ワイズ・中村隆司ワイズ

10月の第一例会は、他クラブのワイズメンを招いて
京都クラブの合田ワイズとウエルクラブの中村ワイ
ズのお二人に「ワイズメンとして私が成長出来た事」
をスピーチして頂きました。合田ワイズは、会長にな
ってやっと1年生になる事ができ、他クラブとの交流
でたくさんの素晴らしい仲間との出逢いがあったこ
と。そこでワイズメンの良さがわかり、仕事も忙しか
ったがボランティアの時間を作る努力をするように
なったことで仕事も逆に増えていったこと。中村ワイ
ズは、いきなりワイサ委員長に抜擢され驚いたが、
やってみて凄くやりがいを感じたこと。ワイズを続け
られる3つのポイントは「1.楽しむこと　2.交流する
こと　3責任感」であることを教えて頂きました。お
二人供、責任のある立場になることで、自分自身が
どんどん変わっていき今は本当にやりがいを感じイ
キイキと活動されていることを話して頂き私自身も
刺激を受けた素晴らしい内容のスピーチでした。
（森野）

森本会長の、思い込みは怖い…の話から始まりまし
た。まー年のせいだと思いますがね。
今日の例会は久しぶりのディベート例会（大弁論大
会）です。まず最初のお題は“生まれ変われるなら男
性？女性？”西野Ysチームと中村誠司Ysチームの弁
論対決です。進行役の今村Ysのメンバーへのイジリ
が炸裂。二つ目のお題は“天皇は男性？女性？” 岸本
Ysチームと中村裕一Ysチームの弁論対決、中々難
しい話です。今回、初めての試みで立場が途中で逆
になります。今までの主張と逆の主張をするのです。
どちらのチームも混乱です。話はどんどんめちゃくち
ゃになり、会場は笑いいっぱいの楽しい例会になり
ました。（青倉国士）
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あいにくの天気で、今回は屋外から屋内で行われる
病院コンサート。当ウイングクラブより14名、ウェル
クラブ3名のメンバーで会場の設営を行いました。
17名の子どもと、その親御さんとともに、歌を歌った
り楽しい時間を過ごすことができました。
子ども達からウイングクラブ、ウェルクラブにプレゼ
ントを頂き、心温まる時間をともにすることができま
した。（森本賴和）

10月の事業参加
ウィズキッズ病院コンサートサポート

日時：10月3日（木）場所：京都府立病院

じゃがいも
ファンド引取り

日時：10月20日（日）
場所：京都中央卸売市場

　

１０月２７日のギネスチャレンジは委員会内でも
賛否両論があり、色々意見がある中で不安しかあり
ませんでした。
雨が降りそうな天候から青空が出てきて、もしかし
たら１０月２４日にお亡くなりなった中西Ysが晴
れにしてくれたのかなぁと思いながら、思いにふけ
ていました。ギネスチャレンジ優先で来て頂き有難
うございます。受付も入場もスムーズに進み入場者
数では９５０名以上入場、ギネス判定の結果９１
９名となり認定となりました。 （松井敏文）

ワイズデー

日時：10月27日（日）場所：三条商店街



西野 健次・希久子 夫妻  11月3日
まる20年、お互いに結婚前の艶もなくなり笑顔もなくな
り謙虚さもなくなりましたが、おかげ様で増えたものも
あります。
目方、シワ文句そして、出費。
それも、いとおかし。
夫婦の功績を挙げるとすると大人の会話が出来る様に
なってきて頼もしさを感じれるようなってくれた2人の娘
でしょうか。
仕事でも趣味でも自由に夢を追いかけさせてくれる家
族に感謝しています。

山内 達也・薫 夫妻 11月15日
１５年目になります。互い頭に白髪がパラパラと・・・お
猿さんのグルーミングの様に抜きっこをしています（笑）
本当に、「共に白髪が生えるまで」って感じになって来ま
した。これからも夫婦のスキンシップを大切にして行き
ます！

石田 賢三・玲子 夫妻 11月23日
結婚45年になりました。夫婦そろってまずは健康第一、
二人三脚で50年に向かってゆっくりと。

天根 静也・真奈美 夫妻 　11月23日
結婚して19年になりました。やっといろいろ落ち着いて
きたのかなと思います。子ども達もどんどん頼もしくなっ
てきています。

中島 敬泰・あつ子 夫妻 11月5日
随分と前に結婚しました。
夫婦とも大病を患いましたが、神さまのお陰で元気で夫
婦仲良く暮らしています。
粗末な食事だとしても、夫婦が感謝しつつ頂く食事はと
てもご馳走に思えてきます。
仲良しって良いですね。

山内 達也 11月11日
53歳になります。これといって、変化もなく平々凡々な
日々です。
強いてて言えば、トイレが近くなって、尿意で目覚まし時
計が鳴る前に起きるのは、ちょっと・・・今度の健康診断
で恥ずかしけど、前立腺も調べようかなぁ？？

稲垣 有美 11月21日
40代も後半！山あり谷ありで毎日追われてますが、明るく
楽しく元気良くを目標に1日1日を大切にいきたいです。

佐藤 昌利 11月24日
今月で48歳になります。6月末にて会長職を無事に終え、
脂ののった男40代、ここで必死に仕事を頑張る予定でし
たが…。
誕生日はバンコクにて５日間連続ゴルフ中に迎えること
となります。
また帰国後、２日目に藤田寿男ワイズとインドへ８日間
行って参ります。そして東京へ帰国後、その足で１２月第
１例会へ、そして次の日、元会長会…。仕事は大丈夫か？
と心配しております。（笑）

錦織 秀臣 11月26日
40代最後のバースデーを迎えることができて感無量です。
生きてるって，素晴らしいと思います。

Happy Birthday

 3日（火） 京大病院秋祭り 15時～　　　 京大病院
 5日（木） 第一例会：ゲストスピーチ 19時～ Ｈ日航プリンセス
12日（木）              役員会 19時～ 三条ＹＭＣＡ
13日（金） 市民クリスマス 　　　 三条ＹＭＣＡ
15日（日） マリアの会クリスマス会 　　　 Ｈ日航プリンセス
15日（日） 第二例会：クリスマス例会 18時～ Ｈ日航プリンセス

 

  3日（日）             チャリティーバザー 11時～ 三条YMCA
  3日（日）             国際協力募金 13時～ 三条YMCA
  7日（木） 第一例会：ゲストスピーチ 19時～ Ｈ日航プリンセス
  9日（土）             成望館　ふれあいまつり 11時～ 成望館
14日（木）              役員会 19時～ 三条ＹＭＣＡ
17日（日） リトセンオータムフェスタ 　　　 リトリートセンター
21日（木） 第二例会：EMCアワー 19時～ Ｈ日航プリンセス
23日（土祝） リ・ブラン京都中京バザー 　　　 衣笠教会

11月・12月の予定
12月の予定11月の予定

Happy Anniversary
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編集後記　中西康晴Ysが10月24日にご逝去されました。
心よりご冥福をお祈りいたします。（青倉）

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。


